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[１] 公立大学法人公立諏訪東京理科大学の概要  
１ 法人の基本情報   

(１）基本情報 
(1) 法人名 公立大学法人公立諏訪東京理科大学 
(2) 設立 2017 年 11 月 24 日認可 

2018 年 4 月 1 日登記 
(3) 設置する大学 公立諏訪東京理科大学 
(4) 所在地 長野県茅野市豊平 5000 番地 1 
(5) 設立団体 諏訪広域公立大学事務組合 
(6) 法人の種別 特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人 
(7) 資本金 22 億 1,291 万 8,400 円（登記日時点） 

  
(２）法人の目的と業務 
①目的（定款第 1 条） 

この公立大学法人は、長野県諏訪地域における知の拠点として、工学と経営学の融合教育の継続を図りながら、急速に発達す
る科学技術とグローバル化する社会及び経済に対応して、自ら将来を開拓できる主体性の確立した人材を育成するとともに、地
域に一層貢献する大学として、地域産業及び文化の振興に取り組み、雇用の創出や若者の定着をもたらすことによって地域創生
に寄与し、ひいては科学技術の発展や新しい産業の創出を通じて地域と我が国の将来の発展に貢献するために、地方独立行政法
人法に基づき、大学を設置し、及び管理することを目的とする。 

 
②業務（定款第 26 条） 
  法人は、大学を設置し、及び管理するために、次に掲げる業務を行う。 

1) 大学を設置し、これを運営すること。  
2) 法人の人事管理、労務管理、財務管理、施設設備管理、広報等を行うこと。  
3) 大学の学生に対し、質の高い修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。  
4) 法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動
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を行うこと。  
5) 公開講座の開設その他の大学外の個人又は団体に対し学習の機会を提供すること。  
6) 大学における教育研究成果の普及及び活用を推進するとともに、産学官金連携を通じて、地域社会の発展に貢献すること。  
7) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 
③法人の役員 （2021 年 5 月 1 日現在） 

役職 氏名 任期 所属先等 
理事長 唐澤 範行 2018.4.1～2022.3.31 公立大学法人公立諏訪東京理科大学理事長 
副理事長 小越 澄雄 2019.4.1～2023.3.31 公立諏訪東京理科大学学長 

 理事 大島 政英 2020.4.1～2022.3.31 公立諏訪東京理科大学工学部長 
理事 牛山 哲 2020.4.1～2022.3.31 公立諏訪東京理科大学事務部長 
理事 柿澤 圭一 2020.4.1～2022.3.31 茅野市副市長 
理事 宮坂 孝雄 2020.4.1～2022.3.31 諏訪圏ものづくり推進機構理事長 
理事 船木 成記 2020.4.1～2022.3.31 長野県アドバイザー 
監事 河嶋 恒平 2020.4.1～2021 年度財務諸表の承認日 河嶋恒平法律事務所長 
監事 柴田 博康 2020.4.1～2021 年度財務諸表の承認日 柴田公認会計士事務所長 
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④審議機関    
１）経営審議会 （2021 年 5 月 1 日現在） 

役職 氏名 任期 所属先等 
議長 唐澤 範行 2018.4.1～2022.3.31 公立大学法人公立諏訪東京理科大学理事長 
委員 小越 澄雄 2019.4.1～2023.3.31 公立諏訪東京理科大学学長 
委員 牛山 哲 2020.4.1～2022.3.31 公立諏訪東京理科大学事務部長 
委員 小林 秀年 2020.4.1～2022.3.31 下諏訪商工会議所会頭 
委員 細田 秀司 2020.4.1～2022.3.31 茅野市商工会議所会頭 
委員 牛山 徳康 2021.4.1～2022.3.31 原村商工会会長 
委員 今井 誠 2020.4.1～2022.3.31 諏訪信用金庫理事長 
委員 岩崎 等 2020.4.1～2022.3.31 学校法人東京理科大学理事 
委員 武田 三男 2020.4.1～2022.3.31 国立大学法人信州大学理事・副学長 
委員 後藤 慎二 2021.4.1～2022.3.31 諏訪市副市長 

 
２）教育研究審議会 （2021 年 5 月 1 日現在） 

役職 氏名 任期 所属先等 
議長 小越 澄雄 2019.4.1～2023.3.31 公立諏訪東京理科大学学長 
委員 松江 英明 2020.4.1～2022.3.31 公立諏訪東京理科大学副学長 
委員 大島 政英 2020.4.1～2022.3.31 公立諏訪東京理科大学工学部長 
委員 松江 英明 2020.4.1～2022.3.31 公立諏訪東京理科大学工学・マネジメント研究科長 
委員 木村 正弘 2020.4.1～2022.3.31 公立諏訪東京理科大学共通・マネジメント教育センター長 
委員 市川 純章 2020.4.1～2022.3.31 公立諏訪東京理科大学地域連携総合センター長 
委員 松岡 隆志 2020.4.1～2022.3.31 公立諏訪東京理科大学国際交流センター長 
委員 加藤 聡一 2020.4.1～2022.3.31 公立諏訪東京理科大学アドミッションセンター副センター長 
委員 吉本 成香 2020.4.1～2022.3.31 学校法人東京理科大学常務理事 
委員 酒井 裕子 2020.4.1～2022.3.31 元長野県男女共同参画センター所長 
委員 井中 幸芳 2020.4.1～2022.3.31 セイコーエプソン株式会社 
委員 小口 雄策 2021.4.1～2022.3.31 長野県諏訪清陵高等学校・附属中学校校長 
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２ 学部の収容定員及び学生数 
（１）学部 （2021 年 5 月 1 日現在 単位：人） 

学部名 学科名 収容定員数 
在籍学生数 

男 女 計 
工学部 情報応用工学科 600 586 68 654 

機械電気工学科 600 582 40 622 
機械工学科※ ― 9 1 10 
電気電子工学科※ ― 12 0 12 
コンピュータメディア工学科※ ― 15 3 18 

情報経営学部 経営情報学科※ ― 9 3 12 
合計 1,200 1,213 115 1,328 

※：組織変更に伴い、2018 年度より募集停止 
 

（２）大学院 （2021 年 5 月 1 日現在 単位：人） 

研究科 専攻 収容定員数 
在籍学生数 

男 女 計 
工学・マネジメント研究科 工学・マネジメント専攻〔修士課程〕 30 34 5 39 

工学・マネジメント専攻〔博士後期課程〕 6 5 0 5 
合計 36 39 5 44 
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３ 組織体制 
（１）職員の体制 · 

①教員 （2021 年 5 月 1 日現在 単位：人） 

学部・学科、その他の組織 
専任教員数 非常勤 

教員数 教授 准教授 講師 助教 計 
工学部 情報応用工学科 11（0） 4（0） 1（1） 4（0） 20（1） 11（0） 

機械電気工学科 12（0） 4（0） 3（0） 3（1） 22（1） 23（2） 
計 23（0） 8（0） 4（1） 7（1） 42（2） 34（2） 

工学部 機械工学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 
電気電子工学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 
コンピュータメディア工学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

計 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 
経営情報学部 経営情報学科 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

計 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 
その他の組織 共通・マネジメント教育センター 6（0） 3（1） 5（2） 1（1） 15（4） 22（9） 

合計 29（0） 11（1） 9（3） 8（2） 57（6） 56（11） 
 
 

学部・学科、その他の組織 
専任教員数 非常勤 

教員数 教授 准教授 講師 助教 計 
工学・マネジメント研究科 工学・マネジメント専攻 26（0） 7（0） 7（1） 1（0） 41（1） 1（0） 
※（ ）内は女性内数 
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②職員 （2021 年 5 月 1 日現在 単位：人）  

部・室及び課 
専任職員 

派遣職員 パートタイム 
職員 有期職員 計 

事務部 部長等 1（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 
総務課 9（5） 0（0） 9（5） 1（1） 0（0） 
財務課 8（3） 0（0） 8（3） 2（2） 0（0） 
教務・学生支援課 11（5） 0（0） 11（5） 4（4） 0（0） 
保健管理センター 1（1） 0（0） 1（1） 0（0） 0（0） 

監査室 兼務 2（0） 0（0） 兼務 2（0） 0（0） 0（0） 
計 30（14） 0（0） 30（14） 7（7） 0（0） 

※（ ）内は女性内数 
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（２）組織図（2021 年 5 月 1 日現在） 
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[２] 財務諸表の要約 

 

 
 

資産の部 金額 負債の部 金額 区分 金額

固定資産 4,351 固定負債 903 経常費用（A） 2,121

有形固定資産 4,046 資産見返運営費交付金等 458 　業務費 1,720

　土地 407 資産見返寄附金 445 　　教育経費 428

　建物 3,151 流動負債 224 　　研究経費 159

　減価償却累計額 △ 354 未払金 156 　　教育研究支援経費 91

　構築物 142 未払費用 21 　　受託研究費等 101

　減価償却累計額 △ 26 預り金 18 　　人件費 942

　工具器具備品 741 その他流動負債 29 　一般管理費 401

　減価償却累計額 △ 380 　その他の経常費用 0

　図書 353 経常収益（B） 2,311

　美術品・収蔵品 13 　運営費交付金収益 1,341

　車両運搬具 1 負債合計 1,127 　学生納付金収益 664

　減価償却累計額 △ 1 純資産の部 金額 　受託研究等収益 102

その他の固定資産 305 資本金 寄附金収益 6

流動資産 937 　地方公共団体出資金 2,213 補助金等収益 63

現金及び預金 884 資本剰余金 925 その他の経常収益 134

その他の流動資産 53 利益剰余金 1,023 臨時損益（C） －

純資産合計 4,161 目的積立金取崩額（D） 24

資産合計 5,288 負債純資産合計 5,288 当期総利益（B-A+C+D） 214

※百万円未満を四捨五入して表
合 額

※百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金
額が一致しないことがある。

1　貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円） ２　損益計算書　　　　　　　（単位：百万円）
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区分 金額 区分 金額

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー 622 Ⅰ業務費用 1,220

原材料、商品又はサービスの購入による支出 △ 519 損益計算上の費用 2,122

人件費支出 △ 943 （控除）自己収入等 △ 902

その他の業務支出 △ 364

運営費交付金収入 1,374 Ⅱ損益外減価償却相当額 124

学生納付金収入 753 Ⅲ引当外賞与増加見積額 △ 7

受託研究等収入 165 Ⅳ引当外退職給付増加見積額 14

補助金等収入 116 Ⅴ機会費用 7

寄附金収入 12 Ⅵ行政サービス実施コスト 1,357

その他の業務収入 29

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー △ 346

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー －

Ⅳ資金増加額 276

Ⅴ資金期首残高 258

Ⅵ資金期末残高 534

４　行政サービス実施コスト計算書（単位：百万円）

※百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しないこ
とがある。

※百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一
致しないことがある。

３　キャッシュ・フロー計算書　　　　　　　（単位：百万円）
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5 財務情報 
（１）財務諸表に記載された事項の概要 

①貸借対照表関係 
（資産合計） 

２０２１年度末現在の資産合計は、前年度比２５２百万円（５．０％）増の５，２８８百万円となっている。主な要因として、
６号館階段設置工事及び防火区画整備工事５６百万円、２号館２階・３階エアコン更新工事５６百万円となったことなどが挙げ
られる。 

（負債合計） 
２０２１年度末現在の負債合計は、前年度比１２０百万円（１１．９％）増の１，１２７百万円となっている。主な要因とし
て、資産見返運営費交付金等が１２３百万円増加したこと、年度跨ぎの支払が増加し未払金が４２百万円増加したことが挙げら
れる。 

（純資産合計） 
２０２１年度末現在の純資産合計は、前年度比１３３百万円（３．３％）増の４，１６１百万円となっている。主な要因とし
て、損益外減価償却累計額の増加により資本剰余金が４９百万円減の９２５百万円、また目的積立金及び積立金の増加により利
益剰余金が１８２百万円増の１，０２３百万円となったことなどが挙げられる。 

②損益計算書関係 
（経常費用） 

２０２１年度の経常費用は、前年度比１４７百万円（７．５％）増の２，１２１百万円となっている。主な要因として、教育経
費が教育の質の向上のために８４百万円（２４．４％）増の４２８百万円となったこと、新たに専任教員を採用したことにより
教員人件費が３９百万円増の６６９百万円となったことなどが挙げられる。 

（経常収益） 
２０２１年度の経常収益は、前年度比２０８百万円（９．９％）増の２，３１１百万円となっている。主な要因として、学生納
付金収益が５９百万円（８．１％）減の６６４百万円となった一方で、運営費交付金収益が２６９百万円（２５．１％）増の
１，３４１百万円となったことや、補助金等収益が９百万円（１６．４％）増の６３百万円となったことなどが挙げられる。 

（当期総損益） 
上記経常損益に加え、目的積立金を教育研究の質の向上に資する事業のために２４百万円取り崩した結果、２０２１年度の総利
益は７０百万円（４８.９％）増の２１４百万円となっている。 



11 
 

③キャッシュ・フロー計算書関係 
（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

２０２１年度の業務活動によるキャッシュ・フローは、前年度比５６８百万円（４７．７％）減の６２２百万円となっている。
主な要因として、原材料、商品又はサービスの購入による支出が５１百万円（１０．９％）増の△５１９百万円、人件費支出が
３１百万円（３．４％）増の９４３百万円となった一方で、受託研究等収入が２９百万円（２１．３％）増の１６５百万円とな
ったことなどが挙げられる。 
なお、新校舎建設費に係る交付金が無くなったことにより運営費交付金収入が６２４百万円（３１．２％）減の１３７４百万
円、高等教育修学支援新制度による修学支援金が 2 年度分（2020 年度分及び 2021 年度分）入金されたことにより補助金等収入
が１１２百万円（２８００％）増の１１６百万円となった。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
２０２１年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年度比９８５百万円（７４．０％）増の△３４６百万円となってい
る。主な要因として、無形固定資産の取得による支出が新規に３百万円発生したこと、資金運用のための定期預金の預入による
支出が新規に７０百万円発生したことなどが挙げられる。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
該当なし 

④行政サービス実施コスト計算書関係 
２０２１年度の行政サービス実施コストは、前年度比２６４百万円（２４．２％）増の１，３５７百万円となっている。主な要因

として、業務費用が２２０百万円（２１．９％）増の１，２２０百万円となったこと、機会費用の計算に使用した利率について、新
発 10 年国債の利回りを参考に設定する利率が０．１２％から ０．２１%へ上昇したことなどが挙げられる。 

⑤目的積立金の申請状況及び使用内訳等 
当期総利益２１４百万円のうち、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てるため、４７百万円を目的積立金として申請して

いる。２０２１年度においては、目的積立金を教育研究の質の向上に資する事業に３２百万円を使用した。 
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区分 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

資産合計 3,534 4,039 5,036 5,288

負債合計 920 1,230 1,007 1,127

純資産合計 2,614 2,809 4,029 4,161

経常費用 1,676 1,820 1,973 2,121

経常収益 2,135 2,084 2,103 2,311

当期総損益 460 272 144 214

業務活動によるキャッシュ・フロー 675 676 1,190 622

投資活動によるキャッシュ・フロー △118 △834 △1,331 △346

財務活動によるキャッシュ・フロー － － － －

資金期末残高 557 399 258 534

行政サービス実施コスト 968 981 1,092 1,357

（内訳）

業務費用 821 898 1,000 1,220

うち損益計算書上の費用 1,756 1,820 1,973 2,122

うち自己収入 △935 △923 △973 △902

損益外減価償却相当額 72 69 78 124

引当外賞与増加見積額 62 0 △6 △7

引当外退職給付増加見積額 14 15 17 14

機会費用 － 0 3 7

  表）主要財務データの経年表　　　                                                                    　　　　（単位：百万円）

※百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しないことがある。
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（２）重要な施設等の整備等の状況 
ア 当事業年度中に完成した主要施設等 

１号館煙突改修工事（42,007,240 円） 
６号館階階段設置及び防火区画整備工事（66,354,932 円） 
大教室視聴覚設備更新工事（51,224,593 円） 

 
イ 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 

ローカル 5G 無線基地局と実験機器の納入及び設置 
 

ウ 当事業年度中に処分した主要施設等 
該当なし 

エ 当事業年度において担保に供した施設等 
該当なし 
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（３） 予算及び決算の概要 (単位：千円)

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算

収入 1,895,970 2,257,471 2,572,226 2,460,139 3,046,711 3,100,861 2,272,686 2,471,060

運営費交付金 1,195,969 1,195,969 1,183,174 1,425,174 1,153,600 1,997,750 1,374,162 1,374,162

補助金等収入 230 80 446,618 7,216 989,702 54,054 75,468 62,937

学生納付金収入 673,451 719,257 768,813 798,055 754,884 853,999 802,862 858,021

受託研究等収入 21,720 146,860 163,159 190,232 136,540 140,734 8,514 113,327

その他収入 4,600 195,305 10,462 29,806 11,985 30,386 11,680 30,150

目的積立金取崩収入 － － － 9,657 － 23,937 － 32,464

支出 1,895,970 1,832,804 2,572,226 2,186,207 3,046,711 2,928,855 2,272,686 2,275,365

教育研究経費 269,100 236,406 344,084 307,082 345,166 339,614 484,553 447,700

人件費 894,932 917,969 927,765 904,996 915,350 892,899 1,004,516 937,454

一般管理費 556,180 455,287 474,760 369,682 445,229 421,827 554,703 500,955

受託研究経費等 16,000 128,117 163,159 196,946 136,540 176,344 8,514 117,999

施設整備費 129,758 95,024 632,458 407,501 1,194,426 1,088,211 220,400 271,257

予備費 30,000 － 30,000 － 10,000 9,961 － －

収入－支出 － 424,667 － 273,932 － 172,006 － 195,695

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しないことがある

2020年度 2021年度
区分

2018年度 2019年度
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[３] 事業に関する説明 
（１）財源構造の概略等 

本法人の経常収益は２，３１１百万円で、その内訳は、運営費交付金収益１，３４１百万円（５８．０％（対経常収益比、以下同
じ。））、学生納付金収益６６４百万円（２８．７％）、その他の収益３０５百万円（１３．２％）となっている。また、事業に要した経
常費用は２，１２１百万円で、その内訳は、教育経費４２８百万円（２０.２％（対経常費用比、以下同じ。））、研究経費１５９百万円
（７．５％）、教育研究支援経費９１百万円（４．３％）、人件費９４２百万円（４４．４％）、一般管理費４０１百万円 
（１８．９％）、その他の経費１０１百万円（４．８％）となっている。 

 
（２）財務情報及び事業の実績に基づく説明 

【教育】 
コロナ禍以降、オンラインを活用した授業に関して、そのメリット・デメリットが判明し、本学は対面授業を基本とした大学である

ことから、8 割以上を対面授業として実施することを目標に掲げ、対面授業を実施するためにその時々の感染状況を意識した感染対策
を実施してきた。ただし、オンライン授業の学修効果でのメリットもあることから、オンライン授業の活用に関するルールを作成し、
2022 年度から学修効果を考えたうえで有効と考えられる一部の授業について、オンライン授業を実施することを決定した。 

また、授業の学修効果を高める方策として、授業動画を用いた復習が有効であることが学内での調査結果から判明した（オンライン
授業実施時にはその授業動画の録画が容易であることも踏まえ授業録画を必ず実施し復習のために学生に提示することをルールとして
いた）ため、対面授業においても録画を容易とするような自動録画システムを主要教室に設置し、2021 年度後期より 1 年生の必修授業
において試験的に稼働した。この仕組みに関する学生調査では、この仕組みの継続及び発展を強く願う声がほとんどであったため、
2022 年度から基本的に全ての授業（実験や演習等録画に不適な授業を除く）について自動録画対象とすることとした。 

また、1 期生卒業のタイミングで、学生育成に関する結果の検証のため卒業直前アンケートを実施し、学生視点による教育体制、教
育支援体制及び本学の外部競争力についての総括を実施した。能力向上及び教育内容満足度については目標値に近い結果となった一方
で、“語学力の向上”について十分ではなく今後さらなる工夫が必要であることが判明した。これについて、2022 年度以降に新たな語学
力向上に関する支援制度を検討することとした。 

【学生支援】 
コロナによる様々な影響に対して、大学としてできうる支援を実施した。その中でも”経済的な理由による退学を無くす”ことを第一

に考え、国及び大学独自の支援制度がしっかりと活用できるよう学生へ周知し、対応したことにより当該理由による退学者は 0 名であ
った。また、長野県や大学近隣の企業等から学生向けの食糧支援等の実施があり、多くの学生がこれを活用した。健康面やメンタル面
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への影響に関しては、保健管理センター及び学生相談室が中心となり学生や保護者からの相談を電話やメール、オンライン面談等で対
応した。これに加え、外部専門業者による 24 時間体制の電話健康相談引き続き実施した。 

また、学生の窓口対応の DX 化の一つとして、学生からの相談を 24 時間体制で受け付けることができるようチャットボットを導入し
た。このほかにも様々な申請等の方法について、ペーパーレス化を含む DX 推進のため検討を開始している。 

キャリア支援に関してはコロナ以降、急速にオンライン活用が進んでいることから、これらに対応できるような指導・支援を実施し
ている。なお、2021 年度は公立化後に入学した学生（公立 1 期生）が初めて卒業する時期となった。大学院進学者の大幅増加、有名企
業就職者数の増加等、特徴的な結果となったが、特に就職活動に関しては今までとは異なる状況も多くあることから、就職内定者の活
動をこれから就活に向き合う学生に伝えることが重要と考え、就職内定者報告会を初めて開催した。 

【研究】 
地域連携研究開発機構を通じて地元企業からの要望に応える研究開発を行っている。これらの研究を推進するため機構内にはプロジ

ェクト申請型の予算を設け配分を行っているが、特に研究分野における DX 推進に対して優先的に配分を行っている。 
また、科学研究補助金等の外部資金獲得のための支援として、申請書作成のためのオンライン講座、申請書の学内での第三者チェッ

ク、公募のあった外部資金応募情報をグループウェアに掲載する等、様々な支援を行った。 
【地域貢献】 

地域連携総合センターの他、産学連携、生涯学習、高大連携の各センターにおいて地域からの各種要望に基づく様々な活動を行っ
た。特に 2021 年度は本学、諏訪圏ものづくり推進機構、諏訪信用金庫の 3 者が協力して実施する「IoT・AI-DX コンテスト」に本学学
生が参加し、地元企業の課題を学生がヒアリングし、IoT・AI を活用して解決するアイデアを提案、コンテスト形式で審査を行った。
同コンテストは 2022 年度も引き続き実施するが、参加企業からは継続して参加したいとの話があった。 

また、コロナ禍の中ではあったが、高校生向け講座の「サイエンス体験プログラム」や生涯学習センターの行う「出前授業」につい
てはオンラインを活用する等の工夫により実施をした。 

【産学官連携】 
新型コロナウイルス感染拡大により、諏訪圏工業メッセ等の産学連携に係る各種イベントは中止となったが、産学連携コーディネー

ターを中心に地元企業から寄せられた技術相談に対してヒアリングを行い、共同研究、技術指導等につなげた。また、長野県テクノ財
団や茅野・産業振興プラザの実施する企業向けの各種講演会において本学教員が講師を務めた。さらに独立行政法人工業所有権情報・
研修館の知的財産アドバイザー派遣事業について 2020 年度に引き続き派遣を受けることができたため、学内の知的財産の管理、活用
等について支援を受けた。 

 



17 
 

【国際交流】 
コロナの影響による海外渡航及び海外からの入国が実質的に不可能な状態が 2 年間継続し、対面形式での国際交流事業の実施は難し

い状況となったが、オンライン等を活用した新たな国際交流の形を模索した。その一つとして、オンライン語学留学に 1 名の学生が参
加し、語学学習としての良い機会となった。また、研究活動においてもオンラインを活用した海外大学との研究交流も実施している。
また、アフターコロナでの国際交流活動を見据え、海外大学との連携を模索する中で、5 月に台湾の大学と MOU を締結、2022 年度に
マレーシアの大学との MOU 締結に向けて準備をしている。また、英語村及び国内ミニホームステイなどもコロナの感染状況を意識
し、その時に必要な感染対策を徹底したうえで、規模縮小での実施等により中止することなく実施することができ、参加者の満足度が
高い内容で実施することができた。また、語学力向上に向けて TOEIC の受験を推進しているが、コロナ禍で TOEIC IP がオンライン
で受験できるようになったことも相まって、TOEIC 受験者数が前年の 82 名から 178 名と倍増した。また、TOEIC スコアの目標値を
設定しているが、これをクリアする学生数が、まだまだ数自体は少ないが、増加傾向となっている。更なる語学力向上に向け、2022 年
度以降に新たな語学力向上に関する支援制度を検討することとした。 

国際交流に関しては、2020 年度の特殊状況から年度単位では大きく推進ができたわけでは無いが、中期計画の進捗状況としては目標
達成に十分な進捗状況であると考えられる。 

【施設設備の整備等】 
学生の学修効果の向上を目的に、大教室をメインに視聴覚設備の更新及び授業収録システムの導入を行った。これにより、学生が授

業終了後でも授業内容を視聴できるようになり、学修への理解を深めるための環境が実現した。 
 構内環境整備のため、6 号館の中心部分に 2 階と 3 階を接続する屋内階段の設置及び第 1 駐車場の東側に屋外階段を設置し、通行

の利便性の向上及び安全性の確保を行った。 
 また、大教室の照明設備 LED 化、老朽化した 2 号館研究室のエアコンを更新するなど、省エネルギー設備への更新も実施した。 
 

（３）課題と対処方針等 
本年度の決算額は、予算に対し収入 109％、支出 100％であった。前年度の決算額（収入 102％、支出 96％）と比べて収入は外部資

金獲得に務めたことにより増額となった。支出は予算科目毎では増減が見られるもののほぼ予算どおりの支出となった。 
本年度も新型コロナウイルス感染症の影響により学内の感染防止対策のための費用の支出があったが対策費を予算に盛込むなどして

対応策を取っていたので予算を圧迫することなく対応することができた。 
また新型コロナウイルス感染症の影響を機に新たな生活様式が求められるようになり大学の授業においても遠隔授業のメリットを生

かす取組みが求めらた。本学では教務・学生支援課と協力して前述にもあるように学修効果を高める方策として授業録画システムを導
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入することを検討した。急遽ではあったが後期からの授業に間に合わせるために準備をすることになり予算計上をしていなかったが費
用を捻出する目途が付いたため導入に踏み切り授業録画をできる体制を整えた。今回は一部の教室での設置となったが以降もその他の
教室へ同システムの設置ができるよう準備をしていく。 

加えて次年度以降も引き続き自己収入の増額のため外部資金等の獲得を推進しつつ、経費の抑制、資産の運用管理に取組み、財政の
盤石化を図っていく。 

 
[４] その他事業に関する説明 
（１）予算、収支計画及び資金計画 

「３ 事業年度のその他特記事項（１）2021 年度予算、収支計画及び資金計画」を参照 
（２）短期借入れの概要 

実績なし 
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（３）運営費交付金債務及び当期振替額の明細 
ア.運営費交付金債務の増減額の明細                                    (単位：百万円) 

 
イ.運営費交付金債務の当期振替額の明細                                  (単位：百万円) 

 

ウ.運営費交付金債務残高の明細 
   該当なし 
 
 
 
 
 
 

運営費交付金収益 資産見返運営費交付金 建設仮勘定見返運営費交付金 資本剰余金 小計

2021年度 － 1,374 1,341 － － 33 1,374 －

交付年度 期首残高 交付金当期交付額
当期振替額

期末残高

交付年度 金額

2021年度 1,338

－

－

33

1,371

運営費交付金収益 3

資産見返運営費交付金 －

資本剰余金 －

計 3

1,374

※百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しないことがある。

①期間進行基準を採用した事業等：退職手当の支給以外の全ての業務
②当該業務に関する損益等
　ｱ)損益計算書に計上した費用の額：1,338
　ｲ)自己収入に係る収益計上額：－
　ｳ)固定資産の取得額：33
③運営費交付金の振替額の積算根拠
　期間進行基準に係る運営費交付金債務を全額収益化

内訳

運営費交付金収益

資産見返運営費交付金

①費用進行基準を採用した事業等：退職手当
②当該業務に関する損益等
　ｱ)損益計算書に計上した費用の額：3
　ｲ)自己収入に係る収益計上額：－
　ｳ)固定資産の取得額：－
③運営費交付金の振替額の積算根拠
　費用進行に伴い支出した運営費交付金債務3百万円を収益化

合計

建設仮勘定見返運営費交付金

資本剰余金

計

期間進行基準による振替額

費用進行基準による振替額

区分
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[５] 2021 年度業務の実績  
１ 事業年度の全体及び大項目実績 
（１）全体実績 

公立化 4 年目で工学部 2 学科としての完成年度となった本年度も、新型コロナウイルス感染症蔓延の環境下にあり、対外的な活動が
制限される中、講義や実験においては対面とオンラインの併用での対応となった。昨年度、オンライン授業でのメリットを活かし、録画
することで学生は予習、復習に活用するとともに、教員は授業方法の改善に活用することができた。それを更に進め、対面授業も録画す
るシステムを教室に導入し、後期から授業録画を運用しており、教育の質向上のための教育支援体制を整備し、これらのシステム管理も
兼ね「総合情報センター」を設置した。 

昨年度から引き続き「将来構想検討委員会」において、今後の社会情勢を見据え、本学をブランディングして特色ある学科体制やその
中での教育研究分野について検討を重ねてきたが、「諏訪地域に立地している公立の工学系単科大学」であることを踏まえ、今後の学科、
コース体制及び強化していく重点分野等についての中間報告を取り纏め、学長に答申した。 

また、諏訪地域を含む長野県内企業との共同研究、受託研究及び技術相談の件数は、着実に増加しているとともに、「地域連携課題演
習」の授業では、地域関係者と課題設定し、205 名の学生が地域へ出た調査活動などを行い、具体的な技術活用の提案を行うなど、学生
の地域活動の意識も高まっている。 

 
（２）大項目実績 

①自ら将来を開拓できる主体性ある人材の育成と輩出に関する目標を達成するためにとるべき措置について 
（１－１）学生の教育に関する目標（学部・大学院教育）を達成するためにとるべき措置 

 入学者受け入れ方針の設定、公表、検証および見直しを定期的におこなった。その結果、志願倍率は目標値の 5 倍以上を満足する
7.5 倍となった。学部卒業生の大学院（修士課程）進学率も初年度（2018 年）の 6.6％から 15.8%と順調に増加し、期間末の 20％以上
まで手の届くところまできた。また、PBL 型授業、アクティブラーニング授業の導入比率も工学部該当分 64.7%、共通・マネジメン
ト教育センター該当分 47.1%と目標値の期間末で 30%を既に達成している。 

（１－２）学生を支える教職員の資質向上、教育の質の改善及び教育環境の整備に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 メンター制度導入、FD 活動、遠隔での学習支援などにより、コロナ禍ではあったが必修科目の合格率は 90%を超えた。教員の質的
向上を目的とした定量的な教員業績評価制度の実施およびその評価基準の見直しを行い、教員への周知を行った。また、新学科等の検
討も順調に進み、受験人口の減少、地域を含む社会のニーズを考慮した案の提出を学長に行った。 

（１－３）グローバル人材の育成推進に関する目標を達成するためにとるべき措置 
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 今年度も、コロナ禍のため、国際化に関連した活動がほとんどできなかった。しかし、今までの活動が盛んであったため、中期計画
で立てた目標ははほほ達成できた。 

 
②先端的研究の取組と研究成果の創出に関する目標を達成するためにとるべき措置 
（２－１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 今年度も、コロナ禍のため、研究活動に制限を受けているが、オンラインの活用などによりその悪影響を最小限に抑えられた。その
結果、地域企業との連携件数は 61 件と中期計画の目標値 15 件/年（期間平均）を大幅に上回っているが、残念ながら、科研費等の採
択件数は目標値に届かなかった。しかし、受託研究と技術指導、及び共同研究は目標値を上回っており、研究水準及び研究成果等はさ
らに上がった。 

（２－２）研究の実施体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 中期計画に沿って、地域連携研究開発機構を設置し、学科等を越えた研究を行っている。大学院生の多く（76％）も、実践的教育の
一環として研究に参加している。それらなどの結果、2021 年度の地域連携研究開発機構の研究開発件数（特許件数、審査のある論文
数、審査のあるプロシ-ディング数の合計）は目標値の 50 件を超える 53 件となった。 
 

③地域産業・文化の振興及び知的資源の還元に関する目標を達成するためにとるべき措置 
（３－１）地域社会との連携・協力体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 コロナ禍の影響もあり、「出前授業」実施は困難な状態であったが、遠隔式での「出前授業」も実施したところ、2021 年度の目標値
10 件を上回る 26 件を実施することができた。また、高大連携センターにおいては、連携事業を 2021 年度の目標値 20 件を上回る 30
件実施することができた。コロナ禍の影響もあり、本学の参画する連携事業の件数は目標値に達していないがアフターコロナでは回復
すると考えている。 

（３－２）地域産業・文化の振興に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 地域要請に基づく各種審議会・委員会への参加件数は、目標値 30 件/年を上回る 38 件であった。一方、コロナ禍のため、2021 年度
は図書館の外部利用を不可としたので図書館の一般利用者数はなかったが、アフターコロナでは回復すると考えている。今年度から、
地域連携総合センターは、学外の団体と共同で、地域企業の課題解決に取り組む「IoT・AI-DX コンテスト」を開催し、地域企業およ
び本学学生の参加があった。 

 
④大学の教育研究及び法人経営の体制・環境整備に関する目標を達成するためにとるべき措置 
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（４－１）業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
教職員が個性と能力を最大限に発揮できるような、可能な限り定量的な人事評価制度の導入を目指し、研究分野の評価方法を学問

別(8 分野)から学科別(2 分野)に変更し、より本学の実態に近く、公平な評価となるよう改正した。また、法令遵守徹底のため研修会
の一環として、既に配付している「コンプライアンスハンドブック（別冊版含む）」を刷新（第 2 版を作成）し、全教職員に配付、意
識向上を図るとともに、全教職員対象としたハラスメント防止研修（オンライン開催）を、他大学で事例を参考に、当事者や組織に
与える影響など、「しない」「受けない」「見過ごさない」を意識する内容で実施した。障害を理由とする差別の解消の推進に関する対
応要領を制定、本学のスタンスを明確にさせ、教職員、学生に対する啓発活動を推進。教育研究・業務運営における個人情報の保護
等に関する情報システムのセキュリティ強化のため、「総合情報センター」を設置し、専門職員を採用し配置した。 

（４－２）財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 
国の競争的資金の獲得に向け、科学研究費獲得に関する参考書の貸し出しや、オンライン講座等新たな取組みを開始し、周知し

た。また、学内の光熱水費の使用状況を電力モニタや掲示等により、教職員及び学生のコスト意識を高めるとともに、大教室と共用
部の照明 設備の LED 化と、研究室のエアコン更新工事等、省エネルギー対策を実施した。 

（４－３）自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 
外部認証評価機関による認証評価を、一般財団法人大学教育質保証・評価センターで受審することを決定し、受審経験大学との情

報交換を実施し情報収集するとともに、本評価センターの専門委員候補者として本学から教員２名を推薦し、より詳細な情報収集が
できるよう対応している。また、大学運営の透明性を確保するため、法人情報及び教育情報について、大学ホームページ上に公開す
るとともに、「蓼科の風」と「SUS-TIMES」の広報誌を定期発行し、積極的な情報公表を行っている。 

（４－４）その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 
ワークライフバランスに配慮した働きやすい環境を整備、産休、特に育児休暇に関して、取得者に復帰までの道筋をわかりやすく

理解できるようにまとめた案内を、ポータルサイトに掲載して教職員に周知した。また、学生・教職員の健康管理と地域貢献を兼
ね、茅野市、茅野市商工会議所と本学の共同体で、本学の体育館を会場に学生、教職員及び会議所会員企業従業員を対象に新型コロ
ナウイルスワクチンの職域接種を実施した。さらに、コロナ禍における質の高い教育を維持するために DX 化を推進し、授業録画シ
ステムを後期授業から導入しその結果、学生が授業の復習をしやすくなり遠隔授業の環境下ではあるが、教育効果は高まっている。 
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２ 事業年度の小項目評価・事業単位自己評価結果 
（１）2021 年度年度計画・事業単位評価の詳細 

事業単位 中期目標 中期計画 担当部門 2021 年度 年度計画 2021 年度 年度計画 年間実績 備考 
 １ 自ら将来を開拓でき主体

性ある人材の育成と輩出に関
する目標 

１ 自ら将来を開拓でき主体性ある人材の育成と輩出に関する目
標を達成するためにとるべき措置 

 １ 自ら将来を開拓でき主体性ある人材の育成と輩出に関する目標を達成す
るためにとるべき措置 
 

１ 自ら将来を開拓でき主体性ある人材の育成と輩出に関する目標を達成するた
めにとるべき措置 
 

 

 （１）学生の教育に関する目
標（学部教育・大学院教育） 

（１）学生の教育に関する目標（学部・大学院教育）を達成するた
めにとるべき措置 

 （１）学生の教育に関する目標（学部・大学院教育）を達成するためにとるべ
き措置 
 

（１）学生の教育に関する目標（学部・大学院教育）を達成するためにとるべき措
置 
 

 

 ア 入学者受入方針の設定 ア 入学者受入方針の設定  ア 入学者受入方針の設定 ア 入学者受入方針の設定  
1-1 
 

(ア) 入学者受入方針（アド
ミッション・ポリシー） 

大学において、地域産業の
要となる技術や今後の産業を
リードしていく技術を修得
し、主体性を持つ学生を育て
ていくために、入学者に求め
る資質を入学者受入方針（ア
ドミッション・ポリシー）によ
り明確に定め、より多くの意
欲ある優秀な学生の受入れに
取り組む。 
 

(ア) 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 
入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を設定し、広く一般
に公表し、継続的に検証し必要に応じて見直しを行う。 
 

工学部/アドミ
ッ シ ョ ン セ ン
ター 

《2021 年度・年度計画》 
・入学者受け入れ方針を大学 HP、パンフレットなどに引き続き明記する。ま

た、今後はオフラインとオンラインを併用して実施することを想定してい
るオープンキャンパスでの大学説明や各地で開催している高校教員向けの
入試説明会でも広く一般に公表していく。 

・1 年前期の成績と各学年において、1 年次終了時、2 年次終了時、3 年次終
了時の成績との関係性を検証し、入試タイプとの相関性を 4 年次まで継続
して検証する。 

・昨年度に引き続き、2021 年度新入生に対して入学時の学力段階調査を行
う。2021 年度が完成年度となるため、当調査の継続は一旦、ここまでとな
るが、その後の継続に関してはそのデータの有用性をしっかりと検討して
判断する。なお、当該データにより入試毎の学力の傾向性を把握し、必要
に応じて入試の新方式の導入検討や内容変更の材料とする。 

・アドミッション・ポリシーの検証と必要に応じて見直しを行う。 

【2021 年度・年間実績】 
・入学者受け入れ方針について、大学 HP、パンフレット等に明記し、広く周知し

ている。また、8 月上旬に学内での実施を予定していたオープンキャンパスと
高校教員対象の入試説明会はコロナ感染状況の悪化により中止とせざるを得な
い状況となった。しかしながら、当初よりオンラインの併用も予定していたた
め、オンラインで実施し、その中でしっかりと周知ができた。 

・公立化後入学 1 期生がいよいよ最終学年となり、3 年次終了までの成績検証等
を実施し、これを学内共有だけでなく、入試説明会等において説明している。 

・入学時の学力段階調査を実施し、英語・数学・物理の基礎科目の習熟度授業実   
 施のためのクラス分け資料とした。学力段階調査結果とその後の成績等との検 
 証については複数年の実績ができてきたことから、2022 年度以降に実施し、そ 
 のデータを入試新方式の導入検討等の材料とする。 
・大学の将来構想検討の中で、各学科における研究分野を世の中の変化にあわせ 
 て変更すること等が予定されていることから、これにあわせて入学者受入方針 
 の一部変更が必要であるため、2023 年度学生募集に間に合わせるため、変更内 
 容の検討を開始した。 

 

1-2 
[学士] 
 

(イ) 学生の受入れに向けた
戦略の展開 

多様な学生を受け入れるた
め、長野県内・県外に対する学
生募集活動の充実、入学者選
抜における地域枠の設定とそ
れに伴う教育体制の充実、女
子学生・社会人・留学生等の入
学促進等の戦略を積極的に展
開していく。 
 

(イ) 学生の受入れに向けた戦略の展開 
【学士課程】 
a 長野県内高校の生徒や保護者向けの学生募集活動を充実させ、

優秀な県内入学者の促進を図る。 
b 甲信越・東海・関東地方を中心とした長野県外への高校訪問や、

各地での大学説明会等を通して、本学の認知度を向上させ、県外
からの志願者の増加を図る。 

c 推薦入試において、以下のような地域枠を設ける。 
・諏訪地域及び長野県内出身者からの入学枠を設けて、当該地域の

高等学校等の卒業生を積極的に受け入れる。 
・長野県内及び山梨県内の専門高校・総合学科からの入学枠を設け

て、「工業」「情報」に関する専門知識に長けた学生を受け入れ
る。これらに伴い、高等学校等における履修科目の不適合等に対
処し、当該入学枠による入学者が、順調に学修して卒業できるよ
う、基礎科目のクラス編成を工夫し、必要な教員の配置等の体制
を整備する。 

d 長野県の産業界において重要性が高く、かつ女子学生にも関心
の高い農業、食品、医療、介護、健康等の分野への工学の適用を
意図した学科の新設を検討する。  

e 学生募集広報活動における女子生徒の興味・関心の喚起及び向
上に取り組むとともに、女子学生が住みやすい設備の整った住
宅の確保または斡旋を進める。 

f 工学系短期大学、工業高等専門学校、各種専修学校等からの編
入学を促進する。 

工学部/アドミ
ッ シ ョ ン セ ン
ター 

《2021 年度・年度計画》 
・2021 年度の学生募集に関する広報活動として、2020 年度のコロナ禍により

地元大学への関心が若干ではあるが高まりを見せていると考えられる長野
県内の高校に対して、特に学校推薦型選抜を活用した優秀な志願者増加を
目指し、県内高校に対する広報活動を一層強化する。 

・学校推薦型選抜に関して、評価方法の改善や各枠の募集定員の見直しを実
施してきたが、これを引き続き実施し、本学のアドミッション・ポリシー
に合致する優秀な学生を獲得できる選抜方法を検討する。 

・出願者が見込まれる高校に対しては引き続き県内外問わず高校内ガイダン
ス（オンライン型含む）に積極的に参加する。高校教員対象説明会につい
ては会場での対面実施とオンラインでの実施を併用して実施することで全
国の高校への情報発信が可能となると考えている。 

・一般選抜での志願者数・入学者数が上位のエリア（特に東海地域）に対し
ては「特別指定エリア」として重点的に募集活動や模擬授業（オンライン
含む）などを実施する。 

・志願者数が多かったエリアの高校については、2021 年度においても積極的
な広報活動を継続する。 

・オープンキャンパスに関しては対面（オフライン）とオンラインの併用イ
ベントとして実施する。特に、Web 上での動画配信は参加者が自由に視聴
日程を決められるなどのメリットが大きいので、継続して実施する。動画
作成に関しては、高校生への大学魅力訴求が高い内容をしっかりと検討す
る。 

・学校推薦型選抜および一般選抜の定員数は概ね同数で実施することとする
が、前述のとおり学校推薦型選抜の各枠における募集定員の配分について
は、公立化後の志願者数の実績等をしっかりと踏まえたうえで、最適な配
分を検討する。 

・編入学に関しては、引き続き工業高等専門学校からの優秀な学生の確保に
向けて広報活動を展開する。 

【2021 年度・年間実績】 
・今年度は高校教員対象説明会を対面で実施すべく検討していたが、コロナ感染

状況の悪化により、実施が難しい状況となった。しかしながら、長野県内高校
への広報活動については強化対象であったこともあること、そして県内移動の
リスクはその他の県との往来等と比較して低いと考え、長野県教員限定で学内
での説明会を実施した。なお、県外教員に対してはオンラインでの対応とし
た。長野県内教員に対しては対面でのより丁寧な説明や相談体制ができ、長野
県外に関しては大学との距離を一切問題としない体制での実施ができたことか
ら、北は北海道、南は九州の高校教員に参加していただくことができた。 

・オープンキャンパスは 8 月に学内での開催を 2 日間計画していたが、直前にコ
ロナ感染状況が悪化したことにより中止せざるを得ない状況となった。しかし
ながら、このイベントへの予約者は上限である 300 名となっており、対面での
大学見学や相談機会を求めている高校生がいることから、代替イベントとし
て、大学見学会及びオンライン相談会を 10 月に実施した。また、昨年も学生募
集の重要な要素となったオンラインオープンキャンパス（Web 上での各種動画
配信）は昨年の反省を生かし早期より公開ができるよう動画撮影等の日程を調
整し、効果的な配信ができている。 

・編入学試験を実施し、昨年度の 1.5 倍の志願者となった。主に工業高等専門学
校からの志願であり、ターゲットと考えている層に情報がしっかり届いている
と考えている。また、年々、優秀な学生の出願が増えてきており、大学として
のブランド力向上なども図れていると考えている。 

・コロナの影響により、対面での活動に制限が多いため、過去に実施して 
 きたような高校訪問や高校に出向いての説明会実施等は難しい状況であるが、 
 高校側のオンライン対応体制も整備され始めていることから、これらをしっか 
 りと活用している。 
・入試結果として東海エリア、特に公立化後以降に入学者数が多くなった愛知県 
 からの志願状況が悪くなっている。これは、コロナの影響により、特に愛知県 
 において地元へ残りたいと考える高校生が増えたことが一因であることは予備 
 校等の情報共有により得てはいるが、この地域からの志願者がこのまま減少し 
 てしまうことは大学として今後の学生募集力に大きな影響があると考えられ  
 る。コロナの影響により愛知県を中心とした東海エリアへの募集活動につい 
 て、対面形式での実施が難しくなっており、思うように実施できていないこと 
 も影響していると考えられる。 

 

新 学 科 構 想 検
討委員会 

（新学科検討については、事業単位 1-18 に記載）   
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1-3 
[大学院] 

【大学院課程】 
a 社会人、留学生等を含めた多様な人材の受入れを促進するため、

入学者選抜方法及び教育課程について検討し、必要に応じて見
直しを行う。 

b 学部卒業研究と大学院（修士課程）2 年間の計 3 年間を継続し
た研究開発期間とすることで充実したカリキュラム構成を図
る。 

 
 

工学部/工学マ
ネ ジ メ ン ト 研
究科（以下研究
科） 

《2021 年度・年度計画》 
・2022 年度修士課程入学者数について、公立大学としての最初の卒業生が進

学することから、以下の施策を強化して、内部進学者数の目標達成を目指
す。 

・大学院修士 2 年生の発表会や 1 年生の中間発表会の開催案内、プログラムを
学部生に早期に掲示などでアナウンスし興味を引かせる。また、就職ガイダ
ンスに並行して、学部 4 年生に対して大学院進学ガイダンスを実施し、大学
院とは、またその優位点や魅力を学部生に積極的に紹介していく。 

・大学院における,DP, CP, AP３つのポリシーについて、見直しの必要性につ
いて検討する。 

・前年度効果が認められた施策、「大学院進学を希望する卒研生に対しては、学
生の適正やテーマの内容により異なるが、進学後の２年間まで含めた合計３
年間を見込んでの研究テーマを設定することが可能であり、より深い研究テ
ーマに挑戦することができる体制とする」を引き続き行う。 

・留学生の獲得のため、後期入学の制度を制定する。 
・さらなる大学院教育の充実に向けた個別教員のヒアリングやアンケートを実

施する。 
・優秀な留学生に対し、入学金・授業料の減免および奨学金給付を実施する。 

【2021 年度・年間実績】 
・新年度当初新 4 年生を対象にした進路ガイダンスにおいて、大学院進学の PR

活動を積極的に展開した。また、後期授業開始前に 3 年生を対象にした修学ガ
イダンスにおいて、大学院進学の PR 活動を積極的に展開した。 

・2022 年度修士課程における学生募集活動として、日本語と英語のパンフレット
を作成し、HP で公開するとともに 50 程度の大学等に送付した。 

・公立大学入学生が大学院を目指すこの時期に、大学院修士課程の入試制度につ
いて、学内選抜、一般選抜における詳細な内容を決定して入試を実施してき
た。その中で、面接試験のウエイトを高くして、研究内容等のプレゼンを含め
て十分な時間をかけて試験する体制とした。 

・一般選抜入試において、筆記試験の出題に関する出題委員会を立ち上げて体制
を整備した。これまでに、学内選抜入試を実施し 25 名、また、一般選抜前期、
後期入試を実施し 6 名の合格者を出しており、合計 31 名の学内からの進学者数
を得ている。学内進学者数の目標値 45 人には届かなかったが、昨年度の内部進
学者数に比べ 7 名増となっている。一方で、他大学院への進学予定者数は 19 名
であり、今後、学内への進学者数を増やす施策を実施していく必要がある。 

・前年度から引き継いで、学部 4 年生＋大学院 2 年の計 3 年間の研究計画を実施
することで、より挑戦的な研究テーマを設定し、学会発表などを経て完成度の
高い研究活動を実施している。 

・大学院における３つのポリシーについて、2 月末を目途に見直しの是非を検討
した結果，将来検討委員会の方向性を踏まえて学部のポリシー変更に時期に併
せて，再度検討することとなった。 

 

 イ 学生に提供する教育内容
及び学修成果の保証 

イ 学生に提供する教育内容及び学修成果等の保証  イ 学生に提供する教育内容及び学修成果等の保証 
 

イ 学生に提供する教育内容及び学修成果等の保証 
 

 

1-4 (ア) 教育内容の充実 
主体的に学び、考え、行動す

る力を身につけ、実社会で活躍
できる人材を育成するため、情
報系教育の充実や機械と電気
の融合教育の推進を図り、その
基盤としての共通・マネジメン
ト教育の充実、体系的な教育課
程編成と実施方針（カリキュラ
ム・ポリシー）の設定、学生の
社会活動への積極的な参加の
促進の取組等を通して、特色あ
る教育の充実を図る。 
 

(ア)教育内容の充実 
a 教育課程編成実施方針（カリキュラム・ポリシー）の設定 
教育課程編成実施方針（カリキュラム・ポリシー）を設定し、広く
一般に公表し、継続的に検証し必要に応じて見直しを行う。 
b 共通・マネジメント教育領域科目の充実 

(a) 工学基礎科目 
・習熟度別クラス編成、少人数のクラス編成等。 

(b) マネジメント科目 
・本学の伝統である工学と経営学の融合教育、経営管理等 

(c) 語学科目 
・習熟度別クラス編成、英語村、国内ミニ・ホームステイプ
ログラム、実用英語技能検定や TOEIC 等の資格取得、語学
留学、東京理科大学と連携等 

(d) 地域連携科目 
・地域の歴史、文化、環境等、地域に学ぶ、地域との対話や
協働を重視した学生の PBL 型授業等 
・外部からの講師活用等 

(e) 一般科目 
・「初年次導入教育」、「キャリア開発」、人文・社会・自然・
健康など広範にわたる科目を設定等 

c 専門科目に関する基礎知識の取得と応用能力の養成 
(a) 基礎専門科目 
(b) 専門科目 
  【情報応用工学科 8 分野】 
  【機械電気工学科 ８分野】 

・少人数教育、PBL 型授業、アクティブラーニング教育 
・地域等研究開発課題を設定の卒業研究、グループ活動等 
・海外インターンシップ等 

(c) 関連専門科目 
・他学科の関連した専門科目 

ｄ 体系的な教育課程の編成 
(a) 講義・演習・実験のバランスよい履修 
(b) 卒業研究の４年次必修、16 専門分野研究テーマの設定、地

域等要望の研究開発課題設定等 
(c) 大学院修士課程進学予定者の卒業研究から大学院修士課程

２年間の計３年間を想定した教育研究、学部と大学院連携 
(d) 専門分野ごと関連科目や履修順序等のナンバリング、体系

的教育課程編成 

工学部 《2021 年度・年度計画》 
・引き続き、教育課程編成実施方針を、大学ＨＰや大学パンフレット等で広く

公表していく。 
・学生にアンケート調査を基にコロナ禍で得られた遠隔授業の利点を最大限活

かし、問題提起とその解決能力や解決策提案能力の向上を目指して、アクテ
ィブラーニング手法を積極的に取り入れた教育方法を再検討する。 

・2 年次の学修については前年度の経験を踏まえ、2 年次後期、または 3 年次
前期におけるそれぞれの学科のコース選択を念頭に置き、学生に対し指導
を行っていく。 

・基礎的な専門技術の習得状況を検証するため、各学年の学生に対し１年次終
了時および 2 年次終了時における基礎専門、専門科目の必修科目の合格率、
平均点などを集計し評価検証する。また、3 年生に対しては加えて 3 年次終
了時に専門科目を中心に同様に検証する。 

・共通・マネジメント教育領域科目と専門教育領域科目の接続について、その
重要性について再確認し、教学マネジメントセンターおよび同推進委員会と
協同で必要に応じて改善、見直しを推進していく。 

・体系的な教育課程の実施状況を把握するため、各学年の前期終了時および後
期終了時に個人面談などを行って、単位取得状、GPS,GPA などについて学修
ポートフォリオを用いて確認し、次期の学修計画に資する。 

・特に、3 年次において修得する選択専門科目について、学生個々に目指す専
門、具体的には卒業研究につながるチェーンを十分に認識させて有効かつ効
果的な履修方法を指導していく。 

・専門力を活かして解決策が提案できる学力を充実させるため、3 年ゼミにお
いて、卒研生と一緒になったテーマを早期に体験させることで、円滑な卒研
着手に移行させる。その運営方法については昨年度の経験を踏まえ、改善す
べきところは改善し、より学生にとって有意義なゼミに移行していく。 

・カリキュラム・ポリシー（専門領域）については今年度、完成年度を迎える
ため、公立化後のカリキュラムを総合的に検証し、必要に応じて見直すべき
項目や語句は加筆修正する。 

【2021 年度・年間実績】 
・今年度も既に教育課程編成実施方針を大学の HP やパンフレット等で公表した。 
・前期は感染対策をしっかりと行い授業の 80％を対面で実施して、対面でのメリ

ット、即ち学生と教員間、学生間の質疑、ディスカッション等、直接行うこと
ができた他、互いの交流も図ることができた。一方、授業の資料を“SOLA”にア
ップして復習に使用したり、課題の授受もネットワーク上で行うなど、非対面
で実施してきたメリットも併用して授業を行うことができた。その結果、効率
的に知識と技能を身に着けるとこができ成果はあったと思われる。 

・各学年、後期授業開始前にガイダンスグループ毎に担当教員と個人面談を実施
し、前期の単取得状況や成績の確認と後期に向けての履修科目や目標、課題等
について相互に意識合わせした。なお、コロナ感染者数が拡大していた時期で
あったので、ZOOM を使用して面談したが、学生への連絡を含め滞りなく実施
できた。 

・共通・マネジメント教育領域科目と専門教育領域科目の接続について、教学マ
ネジメント推進委員会幹事が中心になり、改善や見直し作業に入った。数学系
や物理系科目については、シラバスに従って授業内容項目と専門科目との関連
性を確認し、専門（学科）側からの要望を取りまとめた。今後、科目ごとにワ
ーキンググループを立ち上げて内容について議論していく。また、各学科内で
専門科目についても見直し作業に入った。学生実験を含め各科目の内容はその
分野のカリキュラムチェーンを意識し、さらに学生実験と座学との関連性も重
要視して実施している。 

・3 年次のゼミ研究は今年度前期（ゼミ研究１）も多くの学生が履修し、卒業研
究の早期体験をすることができた。目的意識の高い学生が履修しており、熱心
に課題に取り組んだ。後期にゼミ研究２がスタートし前期と合わせ、引き続き
円滑な運営、実施を目指し改善すべき点は改善していく。 

・カリキュラム・ポリシーについては引き続き、これまでを見直し、必要に応じて
加筆修正することを検討する。 
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e 学生の主体性を引き出す取り組み 
(a) オフィスアワー制度、学習支援室の活用、学生同士の相互学

習等 
(b) 学習支援室による発展講座の充実 
(c) チャレンジプラン（学生及び教職員からプランを募集し、課

外活動として行う学生の自主的・継続的なチャレンジ活動を
大学の教職員が支援する制度）等、大学からの支援制度を活
用させ、学生が主体的に地域課題・研究課題に取り組む教育
プログラムを引き続き促進する。 

(d) アクティブラーニング授業導入、地域課題解決テーマ等を
設定した PBL 型授業等 

f 学生の社会・学外活動への積極的な参加の促進 
(a) 学生の自主性や社会性を育む地域等からの課題教育、実践

的な教育を推進等 
(b) 学習の動機付けを図るボランティア活動への参加を奨励 

共通・マネジ
メント教育セ
ンター（以
下、共マネセ
ンター） 

 
《2021 年度・年度計画》 
・公立化後の完成年度を迎えるにあたり、共通・マネジメント教育としての

集大成ができるよう、3 年間の教育実績のまとめと更なる発展を目指して、
領域 5 分野の授業科目の教育内容（科目及び授業内容等）の向上を図る。 

・「英語力の向上」と「技術士資格取得」への支援  
 前年に引き続き、英語の課程教育と英語村や TOEIC 支援の充実によりグロ

ーバル人材を育成するための英語力向上を図る。また「技術者の倫理」に
関する一般教育支援等を通して学生のキャリア形成に寄与する技術士 1 次
試験の合格者増員を目指した支援活動を行う。 

 

【2021 年度・年間実績】 
（1）共通・マネジメント教育の全般について  
・昨年度は新型コロナウイルス対策の為に殆どの授業が遠隔授業として行われた

が、本年度は感染対策を十分講じながら、必修科目は勿論のこと選択科目におい
ても可能な限り対面授業が計画された。また、選択科目では対面と遠隔授業を併
用したハイブリッド方式も採用された。しかし、冬期休暇後 2022 年に入りオミ
クロン株の流行に伴い残りの授業と期末試験が、全ての科目において遠隔扱いと
なった。本年度における大学全体での対面授業の割合が 80％以上の目標に対し
て、共通・マネジメント教育センターでの年間を通した対面授業とハイブリッド
授業の割合は、78.4％と 11.5％で、両者の合計は 90％に達し、概ね大学の目標値
を達成できた。 

・本年度の年間教育については、5 分野共に計画に沿って確実に実行できた。特に、 
 マネジメント系では 1 名を採用することで教育の充実が図られた。英語系では英 

語村に関する数年の研究成果を、センター内初の共著論文として東京理科大学紀 
要に採択された。 

・4 年間の総括と今後の進め方について 
年度計画にはなかったが、完成年度に当たり、共通・マネジメント教育領域全般
に渡ってこれまでの総括と今後の進め方について検討・方向付けを行なった。マ
ネジメント科目と地域連携科目が「マネジメント・地域連携科目」として統合さ
れ、本センターの教育領域科目は次年度から 4 科目領域となる。3 名の退職者の
後任として、数学系、物理系、語学系教員の新規採用が決まった。全学的に AI/
データ解析の基礎を身につけ、それらをリテラシーとして使える学生を育成す
る為、次年度から一般科目に「データサイエンス入門」を開講することとなった。 

（2）年度計画に上げた個別教育について 
・英語力の向上について、「TOEIC(IP)」は昨年同様オンライン受験形式での実施

とし、174 名の申し込者があり 162 名が受験した（これまでの最高受験者数）。
年度目標値は「TOEIC 600 点以上 7 名」であり、10 名が 600 点超えを達成し、
目標を上回る結果となった。 

・技術士資格取得支援については、各学科ガイダンス時に学生時代に技術士１次試
験に合格しておくことの有益性について周知するとともに、本年度も理窓技術士
会との提携に基づいて受験対策セミナーを夏休み前後で２回、講師・受講生とも
コロナ対策を十分にとった上で対面により実施した。受講生は１次セミナー
（8/4）16 名、2 次セミナー（9/28）13 名であった。試験は 11 月に行われ受験
者は 10 名で、合格者は 3 名であった。 

（3）共通・マネジメント教育センターの組織について 
・経営情報学部の閉鎖に伴い、学長の意向により本センターの工学部傘下入につい 

て検討したが、結果として 1 年間の猶予期間を得て、次年度再検討することとな 
った。 

・本センター所属研究室の 2 号館集結について検討した結果、4 号館所在の研究室 
は年度末に移動し、次年度から全研究室が 2 号館に集結することとなった。 

 

1-5 
 

(イ) 実力ある学生の輩出 
育成する人材像に基づき学

位授与方針（ディプロマ・ポリ
シー）を設定し、GPA※1 及び
GPS※2 を活用するなど、明確
に定められた基準と多様な評
価により単位認定や成績評価
を行い、学生の進級時や卒業時
の学修成果を保証する。これら
を通して、自ら将来を開拓で
き、かつ地域に貢献するととも
に世界にも羽ばたく人材とし
て輩出する。 
 

(イ)  実力のある学生の輩出 
a 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）の設定 

中期目標に掲げた本学で育成する人材像に基づき学位授与方
針（ディプロマ・ポリシー）を明確に定め、教育到達目標を目
指した教育と評価により、社会に対しての学生の質を保証する。
また、本方針を広く一般に公表し、継続的に検証し必要に応じ
て見直しを行う。 

b 成績評価方法の見直し 
学修ポートフォリオの活用により、学生の進級時における成

績を改善しながら卒業時の質を保証するために、GPA と GPS
を併用した客観的・厳密な成績評価方法を研究・導入していく。 

c 成績評価の教育改善への反映促進 
学生アンケートとその結果に対する教員による振り返りを相

互に繰り返しながら、教育改善に反映する仕組みをさらに充実
していく。 

 

工学部 《2021 年度・年度計画》 
・引き続き、学位授与方針を大学 HP、大学パンフレット等で広く公表してい

く。 
・各学年の学生に対し、前期および後期の修学指導期間に実施しているガイダ

ンスグループ面談において、学修ポートフォリオを活用し引き続き、学生の
修得単位数に加えて GPA, GPS 値を認識させることで教育の質向上を目指し
た指導を実施する。学修ポートフォリオは本学におけるディジタルトランス
フォーメーション（DX）の 1 つ施策として電子化し、ネットワーク上で使用
できるようになった。その結果、学生との連携がより密に、また、速やかに応
答可能となり、その利点を活かしフル活用していく。 

・自らの専門知識を活かして問題を発見し、それを解決する能力を育成するた
め、コロナ禍で培った遠隔授業のメリットを活かし、専門領域においてもア
クティブラーニング手法などを積極的に取り入れた教育方法を検討し、推進
していく。 

・専門力の修得を目指して、3 年次において修得する選択専門科目について、学
生個々に目指す専門、具体的には卒業研究につながるチェーンを十分に認識
させて有効かつ効果的な履修方法を指導していく。 

・専門力を活かして解決策が提案できる学力を充実させるため、3 年ゼミにお
いて、卒研生と一緒になったテーマを早期に体験させることで、円滑な卒研
着手に移行させる。その運営方法については昨年度の経験を踏まえ、改善す
べきところは改善し、より学生にとって有意義なゼミに移行していく。 

・学部 4 年間の学修の集大成としての卒業研究がスタートする。研究レベルの

【2021 年度・年間実績】 
・今年度も既に教育課程編成実施方針を大学の HP やパンフレット等で公表した。 
・後期授業開始前に各学科、学年ごとに後期修学ガイダンスを実施した他、ガイダ

ンスグループ毎に担当教員と個人面談を実施し、前期の単取得状況や成績の確認
と後期に向けての履修科目や目標、課題等について相互に意識合わせした。時期
的にコロナ感染者数が拡大中であったので全て ZOOM を使用して実施した。学
内の DX も進み、電子化した学修ポートフォリオを使用して指導にあたった。非
対面であることから最新情報を得ることができ、また教員と学生間、各教員間で
情報共有でき効率的である。 

・コロナ禍で培った遠隔授業形式や授業の資料、課題の授受等のメリットが徐々に
明らかになってきた。即ち、これらのメリットを活かしてアクティブラーニング
を更に拡張していく環境は整いつつあるので、引き続き強く推進していく。 

・ディプロマ・ポリシーについては引き続き、これまでを見直し、必要に応じて
加筆修正することを検討する。 

・3 年次前期のゼミ研究１は多くの学生が履修し、活動を行った。実際に研究室の
機器や測定器、ソフト等に触れ、有意義なものであったと思われる。改善すべき
点はなかったか検証した結果、後期のゼミ研２では研究テーマを与えるなどして
座学中心から、より専門性が高く実践に近い内容にした研究室が多く見られた。
ゼミ研１、２を通して研究目的や内容等について十分な調査、検討する時間が確
保でき研究スキルを習熟して円滑に卒業研究につなげることができた。 

・卒業研究のレベルの向上、研究室の活性化を図るため、１研究室あたり最低１件、
学会発表するという努力目標を立てた。前期の実績は情報応用工学科が 3 研究室
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向上、研究室の活性化を図るため、教学マネジメントセンター、同推進委員
会と連携して推進し、各研究室の努力目標として、研究室で最低 1 名は，卒
業研究の成果を外部の学術研究機関が主催する学会・研究会などで研究発表
する。その結果、卒業生の質保証を実現する。 

・ディプロマ・ポリシーについては今年度、完成年度を迎えるため、公立化後
のカリキュラムを総合的に検証し、見直すべき項目や語句はは加筆修正す
る。 

6 件、機械電気工学科は 2 研究室 2 件であり、卒業研究開始が 4 月からであるこ
とから滑り出しとしては評価できる。これから検証が必要だが、早期から卒業研
究を体験することを目的とし、3 年次から実施しているゼミ研究の成果が表れて
いると思われる。後期の実績については、情報応用工学科が 9 研究室 30 件、機
械電気工学科は 6 研究室 11 件であり件数的には増加した。しかし、学科や研究
室によって偏りがあり、引き続き上記目標達成に向け各研究室において卒業研究
を指導していく。 

1-6 
 

(ウ) 大学院教育の充実 
時代が要求する新しい考え

方、方法論、技術を駆使して、
組織の中でリーダーシップを
発揮することができ、かつ高度
な知識を持って世界的にも最
先端領域の研究に自ら取り組
める人材を育成する。併せて、
地域の産業界や自治体の人材
を高度化するための教育機関
として、社会人学生を受け入
れ、地域社会の発展と活性化に
貢献する。 
 

（ウ）大学院教育の充実 
a  大学院では、研究室に所属し、専門知識・技能を深めるととも

に、第一線の研究開発活動に参加することによって実践的な教
育を行う。また、大学院教育の充実と魅力向上によって、大学
院進学率の増加を図る。 

b  学部 4 年次の卒業研究に加え大学院修士課程の 2 年間、合計 3
年間を継続した研究開発期間とすることで充実した教育研究体
制を実現する。 

c  大学院において、技術英語力や英語による論文作成及び発表等
の能力向上を図るとともに、国際会議や学会への参加を促すた
めの支援を行う。 

d 大学院に社会人を受け入れ、実社会における課題等を共に研究
する機会を通して、実践的な教育を行い、地域社会の発展と活
性化に貢献する。 

 

研究科/地域連
携 研 究 開 発 機
構 
 

《2021 年度・年度計画》 
・2022 年度に向けて、修士課程における特別研究のウエイトについて、従来以

上に高くなっていること、実態に即したウエイトにすること を考慮して、
単位配分の見直しをおこなう。 

・修士課程における特別研究以外の学修について、実態に合わせた見直しを行
う。 

・2022 年度外国人留学生に対して、秋入学制度設立に向けて授業科目の通年化
を見直す。 

・昨年度に引き続き、さらなる大学院教育の充実に向けた個別教員のヒアリン
グやアンケートを実施する（１－３の再掲）。 

 

【2021 年度・年間実績】 
・大学院生のベルアップ施策として、在学中２年間で 1 件以上の学会発表を義務

化し、定着化してきている。 
・修士課程において、従来、ゼミ形式で研究活動の一環として実施している専門

分野の英文論文等の文献調査においては、大きな稼働になっていること考慮し
て、この部分を新たに必修科目として単位化（各年次で 1 単位）することを検
討中である。すでに、英語による授業をこれまでに 10 科目（20 単位）実施中
であるが、今回の英文文献調査を必修科目に昇格させることで、その延長とし
て、英文論文発表を目指した研究活動を強化していく。 

・開講する全科目について、シラバスの英語併記を実施しているが、令和 3 年度
では約 80%にとどまった。 

・基幹科目の分類について、従来の工学系、融合系、マネジメント系の 3 系統か
ら現状に即した見直しを行って、工学系、マネジメント系の 2 系統に集約する
こととし令和 4 年度の新入生から適用することとした。 

・大学院入学時点で一定の大学院レベルのスキルを付けさせ、また、大学院時代
の研究時間を十分に確保するため、大学院授業を学部生のうちに履修できる早
期履修制度（すでに精度化されている）について、積極的に活用するための周
知徹底を行った。今年度では、22 名（進学予定者数の 68%）の学部生が 60 科
目を早期に履修した。 

・2022 年度からの秋入学を可能とするため、通年科目を廃止して、すべて半期と
することとした。 

 

 ウ 学生への学修・生活支援及
び地域貢献を通したキャリア
形成支援 

ウ 学生への学修・生活支援及び地域貢献を通したキャリア形成
支援 

 ウ 学生への学修・生活支援及び地域貢献を通したキャリア形成支援 
 

ウ 学生への学修・生活支援及び地域貢献を通したキャリア形成支援 
 

 

1-7 (ア) 学修支援 
全ての学生が学修の意欲を

持ち主体的に学べるように、ク
ラス編成及び教員体制の整備、
経済支援制度の充実に取り組
む。 
 

(ア) 学修支援 
a  学生の自習学習の支援 

学習支援室には支援者を配置し、図書館等学内における学生の
自習学習活動への支援を充実する。 

b 履修指導に関する体制の充実 
学科内の教員が数名の学生を受け持つ担任制度（ガイダンスグ
ループ制度）を継続させ、入学時、新学年進級時等の履修に関
する個人指導体制を継続する。 

c 授業料減免等経済的支援の推進 
大学独自の授業料減免制度の継続や奨学金の手続き支援等、経
済的に困窮する学生に対する経済的支援を推進するとともに、
成績優秀な学生の顕彰制度や給付型の特別奨学金を設ける等、
意欲向上を図る仕組みづくりに努める。 

d 学生の卒業の支援 
入学試験の種別によらず、すべての学生が確実に学修して卒業で

きるよう、基礎科目のクラス編成の工夫や、必要な教員体制を
整備する。 

 

学生部 《2021 年度・年度計画》 
ａ 学生の自習学習の支援 
・遠隔での学習支援体制を確立する。具体的には、ZOOM による学習支援が

できる設備を整え、運用方法を決定した上で学生に周知する。また、本学
の LMS である SOLA に学習支援室のページを設定し、SOLA 上での学習支
援を可能にする。これにより、メッセージによる質問対応やメールでの質
問などに対応できるようにする。 

・学習支援室に関する研究会に参加する。 
・基礎科目に関する書籍を充実させる。 
b 履修指導に関する体制の充実 
・ガイダンスグループでの、入学時、新学年進級時等の履修に関する個人指

導体制を継続する。 
c 授業料減免等経済的支援の推進 
・国・自治体の経済的困窮学生に対する経済的支援制度を活用した本学独自

の支援制度とそれに加え意欲向上のための成績優秀学生の顕彰制度や給付
型の特別奨学金の継続をする。 

d 学生の卒業の支援 
・S-CLASS によって全科目の出席管理が可能となり、退学の可能性のある学

生の検出の仕組みづくりを計画する。特にガイアダンスグループ担当教員
やゼミ担当教員との連携を図る． 

【2021 年度・年間実績】 
ａ 学生の自習学習の支援 
・遠隔での学習支援体制を確立した。具体的には、学習支援室用のノートパソコ

ンを購入・設置した。また、Zoom やメールによる学習支援ができる設備を整
えた。さらに、運用方法を決定し学生に s-class にて周知した。また、本学の
LMS である SOLA に学習支援室のページを設定し、SOLA 上での学習支援を可
能にした。特に希望があった場合は、学習支援室員本人の判断により、コロナ
の感染に十分注意しながら対面での対応も行った。特に、後期は学生だけでな
く、学習支援員も運用に慣れることができ、対応数を増やすことができた。 

b.履修指導に関する体制の充実 
・コロナ感染症の感染予防のため、学生の大学への入構を制限しており、学習支

援室の利用はほとんどない。このために，一部科目について遠隔授業アンケー
トを実施し、その結果を授業担当教員にフィードバックした。 

・履修指導等ガイダンスグループを主として遠隔での面談を実施している。特に
問題となりそうな学生については学科内で情報を共有し、指導した。 

ｃ.授業料減免等経済的支援の推進 
・制度は準備しているが申し込みの実績はない． 
ｄ学生の卒業の支援 
・コロナ感染予防のために登校を自粛しているが，Zoom や SOLA などの機能を

使って遠隔授業での出欠を確認した．この結果は手動ではあるが S-CLASS に反
映されており，基礎データの蓄積を行った。 
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1-8 (イ) 生活支援 
学生一人一人が充実した生

活を送ることができるように、
学生の健康管理等の支援、課外
活動への支援、経済支援制度の
充実等に取り組む。 

また、多様な学生が安心して
大学生活を過ごせるよう、学内
の各組織が連携し、学生個々に
応じた支援体制を構築する。 
 

(イ) 生活支援 
a 学生の健康管理、メンタルヘルス支援の充実 

メンタルヘルスをはじめとする学生の心身にわたる健康保持の
ため、学生相談室を設置し、メンタルヘルスに関する専門人材
を配置し、保健室および衛生委員会との学内連携等により、学
生を支援する体制を整備する。 

b 学生の課外活動への支援の充実 
サークル活動や学生会活動、チャレンジプラン等の課外活動に
学生が積極的に取り組むための補助金等による支援の充実に努
める。 

c ハラスメント等人権侵害対策の充実 
ハラスメントに関する相談及び申し立て窓口体制を整備する
等、人権侵害への対策の充実に努める。 

d 多様な学生の受入・生活支援の充実 
学生支援担当及び教務担当の事務部職員や学生相談室、保健室、
教員等が連携をとり、障がい者、外国人、社会人等多様な学生
が充実した生活を送れるよう、案件内容に応じた支援体制の充
実に努める。 

e  学生の移動手段への支援 
学生の学外における活動を促進するため、この地域の特性に鑑
み、路線バスパスポート利用範囲の拡充や地域内循環バス等へ
の乗り継ぎ等、学生の移動手段を大学として整備する。 

学生部 《2021 年度・年度計画》 
(イ) 生活支援 
a 学生の健康管理、メンタルヘルス支援の充実 

・入学時からの心理スクーリングの結果及びその後の対処等について、学
科と情報共有しつつ進める。 

・ゲーム障害について知見を深め、背景要因含め適切な支援を行う。 
ｂ 多様な学生の受入・生活支援の充実 

・学生支援担当及び教務担当の事務部職員や学生相談室、保健管理センタ
ー、教員等が連携をとり、障がい者、外国人、社会人等多様な学生が充
実した生活を送れるよう、案件内容に応じた支援体制の充実に努める。 

ｃ  学生の移動手段への支援 
・前年度実施した学生満足度調査結果による現状把握において、バス利用

についての不便な点や不満事項について移動手段の改善を継続して努め
る。また，茅野市が公共交通活性化に展開している AI コマンド交通「の
らざあ」の学生利用を検討する． 

 

【2021 年度・年間実績】 
a 学生の健康管理、メンタルヘルス支援の充実 
・コロナ感染症の感染予防のため、直接的に面談する件数は少ないが、電話やメ

ール等での相談で対応した。 
・感染予防のための多種の対策を実施し，感染予防に努めた。 
・茅野商工会議所と連携して新型コロナワクチンの職域接種会場を設営し，680

余名の学生が 1 次接種を終えている．また自主的接種を加えて 81％程度の学生
が 2 回接種を終えた。 

b 多様な学生の受入・生活支援の充実 
・地元金融機関である諏訪信用金庫殿より学生支援物資のご寄付をいただき，353

名の学生に渡した。 
・長野県よりの支援物資募集に対して，学内に案内し，312 名の学生が支援物資

を受け取った。 
・災害備蓄用品の入れ替えに伴い，入れ替え分を希望学生に配布した． 
ｃ  学生の移動手段への支援 
・通学バス運行業者である諏訪バス殿とバス内での新型コロナ感染予防を務めて

いる。「のらざあ」は実証期間が終了した。 
 

 

1-9 (ウ) キャリア形成支援 
キャリア開発教育の一層の

充実や、地域・県内に加え海外
事業所へのインターンシップ
を実施するほか、キャリアセン
ターによる学生に対する個別
ケアの充実を図り、学生の目指
す進路の実現に向けたキャリ
ア形成を支援する。 
 

(ウ) キャリア形成支援 
a キャリア教育支援 

学生が卒業後に自らの資質を向上させ、社会的・職業的自立の
ために必要な能力（キャリア形成）を養うことができるよう、
就職幹事会とキャリアセンターが有機的に連携して、実践的か
つ体系的なプログラムを構築し、学士課程の教育を通して、入
学時から卒業時まで一貫して実施する。 

b 地域企業等と連携したインターンシップ制度の推進 
在学中に自らの専攻や希望する職種に関連した就業体験ができ
るよう、諏訪地域及び国内に加えて、海外企業へのインターン
シップの充実を図る。 

c キャリアセンター事業の推進 
(a) 地域及び県内企業を入学後の早い時期に知る機会として、
学生の企業見学会等を地域企業と連携して実施する。 
(b) キャリアセンター主催の各種ガイダンスの内容を充実さ
せ、学生の積極的な参加を促進する。 
(c) 学内での合同企業説明会を、地域や業種等に分類した企業
に参加してもらい、複数回実施する。 
(d) 首都圏における合同企業セミナーへの参加を促進する施策
を推進する。 

キ ャ リ ア セ ン
ター（就職幹事
会） 

《2021 年度・年度計画》 
・1 年次の授業「初年次導入教育」において、本学が加盟している一般社団法

人中部経済連合会（長野・岐阜・静岡・愛知・三重の中部５県を活動エリア
とする広域的な総合経済団体）の企業人材プールを利用し、低年次からキャ
リアを考えるきっかけとなる「キャリア形成講座」開講する。 

・信州産学官連携インターンシップ事業を利用したインターンシップについ
て、単位認定型「インターンシップ」として進め、学生の利用を促進する。 

・長野県内の企業に特化した学内合同企業説明会を実施する。 
・公務員対策講座を開講する。 
・就職幹事会とキャリア支援係が有機的に連携して、より実践的かつ体系的な

キャリア教育支援プログラムを検討し、一部試験的に実施する。 
・インターンシップ制度およびキャリアセンター事業の推進策を検討する。 
 

【2021 年・年度計画・年間実績】 
・本学が加盟している一般社団法人中部経済連合会の企業人材プールを利用し、

富士通 Japan 株式会社、株式会社豊田自動織機を講師に招き、「初年次導入教
育」において「キャリア形成講座」を開講した。新型コロナウイルス感染症の
影響でオンラインでの実施となったが、学生アンケートでは 95.4％（富士通
Japan）、95.8％（豊田自動織機）が満足(とても満足している、まあ満足してい
る)という結果になった。 

・信州産学官連携インターンシップ事業を利用し，国内事業所 8 社に対して 9 名
が参加した。 

・県内企業に特化した合同説明会の実施は、対面での希望が強く実施には至らな
かったが、希望する企業の個別説明会の実施にて対応をした。 

・公務員試験対策講座をオンラインで開講し，公務員教養講座 4 名、専門（電電
情報）3 名が受講した。 

・当初予定をしていた就職支援行事、進路ガイダンスの他に就職活動の状況に合
わせ業界企業研究セミナーや採用選考に関する対策講座等を実施した。 

・インターンシップ参加先の登録をフォームでの提出とし、学生負担の軽減及び
活動状況把握を強化した。 

・就職内定者報告会をパネルディスカッション形式で初めて実施した。学部 4
年、修士 2 年計 6 名がパネリストとして登壇し、約 200 名の学生が参加した。
参加者アンケートの大多数が将来を考える機会となったと回答があり、参加者
からは大変好評であった。 

 

1-10 (エ) 地域に学ぶ幅広い学習
と人間形成支援 

学生の人間性養育と卒業後
の地域定着に繋げるため、諏訪
地域の歴史・文化・自然・産業・
行政課題等に関する学習を行
うとともに、地域の産業振興活
動や学生と企業との交流を通
して、地域及び県内産業の振興
に資する高度な専門的知識を
習得した有為な人材を輩出す
る。 

また、活発な課外活動を通し
て、諏訪地域の豊かな自然の中
で健康な身体と心を育む。 

（エ）地域に学ぶ幅広い学習と人間形成支援 
 学生の人間形成に資する講演会等を開催し、学生の積極的な
参加を促進するとともに諏訪地区での活発な課外活動参加への
支援を行う。また、別記の関連項目（１-(1)-イ-（ア）-b-（ｄ）
地域連携科目の充実）、（1-(1)-ウ-（ウ）キャリア形成支援）、（1-
(2)-イ-（ウ）実践的な教育の展開）、（３-(2）-ア及びウ地域関
連課題解決への取組み、地域とのネットワーク体制強化）を実
施する。 

 

地 域 連 携 総 合
センター 

《2021 年度・年度計画》 
・ 地域と連携した学びの必要性を説くために、初年次導入教育にて地域と連

携した学びの必要性及び地域と連携した活動の紹介をする。 
・外部講師による講演会や学生同士のディスカッションの企画を複数回う。

講演会は、公開講座としての実施も検討する。それらの企画会議は学外協
力者及び学生らも交えて行う。 

 

【2021 年度・年間実績】 
・初年次導入教育にて、地域と連携した学びの必要性及び現在稼働している地域

と連携した活動の紹介を行った。その後実際に課外活動へ参加する学生もお
り、課外活動への参加を促すことができた。 

・外部講師による講演会については、今まで主に地域連携総合センターへの相談
をきっかけにして、地域で活動をしている方へ講演をお願いしていた。しか
し、新型コロナウイルス感染症の影響で相談件数が減ったことにより新規の講
演会はあまり実施出来なかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 （２）学生を支える教職員の資
質向上、教育の質の改善及び教
育環境の整備に関する目標 

（２）学生を支える教職員の資質向上、教育の質の改善及び教育環
境の整備に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 （２）学生を支える教職員の資質向上、教育の質の改善及び教育環境の整備に
関する目標を達成するためにとるべき措置 
 

（２）学生を支える教職員の資質向上、教育の質の改善及び教育環境の整備に関す
る目標を達成するためにとるべき措置 
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 ア 理念実現のための教職員
の適切な配置と資質向上 

ア 理念実現のための適切な教職員の配置と資質向上  ア 理念実現のための適切な教職員の配置と資質向上 
 

ア 理念実現のための適切な教職員の配置と資質向上 
 

 

1-11 大学における教育研究理念
の実現や、地域や産業界の要望
に応える教育研究活動の実施
のために、教職員の適切な採用
及び配置を行うとともに、資質
向上を図るための研修を推進
する。 
 

(ア) 教職員の適切な配置と資質向上 
a 本学の教育理念等を実現し、また、地域や産業界の要請に応える
高度な工学分野の研究等を進めるため、学識経験者のみならず企
業や団体等の優秀な学外人材の活用も推進する等、教職員の適切
な配置に努める。 
b 教育の多様性を確保するため、女性及び外国人の教員を適切な
割合で採用する 
よう留意する。 
c 別記の FD 活動（１-(2)-イ-（ア）-a）による教員資質向上、SD
活動（４-(1)-ウ-（ア））による教職員の資質向上を図る。 
 

教学マネジメ
ントセンター 

《2021 年度・年度計画》 
（ア）教職員の適切な配置と資質向上 
・教員の資質として教育力は重要であり，教員の教育力がないために，勉強

について行けなくなる→学習意欲が低下→退学の要因となる場合がある。
教員の担当科目の適正と教育力を推し量るために，1～2 年生の必修科目の
合格率を調査し，合格率が 90%以上となることを目標値とした。合格率が
高ければ，教員の担当科目が適正で，教育力が十分にある。合格率が低け
れば，担当科目の変更または授業改善を求める必要がある。 

・退学率改善の具体的な施策として「必修科目合格率 90%以下は次セメスタ
ーに再履修科目設定」を継続し、単位修得率向上をめざし、その結果、4 年
間卒業率向上に結び付ける。 

・必修科目の再試験率、単位修得率を調査し、極端に下回る科目(合格率 70%
程度を検討中)については、授業改善を教員に求めるなど，教育力向上のた
めの具体的なアクションを促す。 

・学生が履修申告した科目を履修放棄することは，期待した内容を学習でき
なかった，内容を理解できなかった，自分のためにならないなど，好まし
いことではない。履修放棄の申告理由を調査し，その内容を教務幹事会，
FD 委員会で共有し，問題ある科目については授業改善を教員に求めるな
ど，教育力向上のアクションをうながす。具体的には，履修放棄率(履修放
棄者÷履修者数)が 20%以上の科目が 30 科目以下となることを目標値に設
定する。 

・新型コロナの影響で 2020 年度は Zoom による遠隔授業が多くあった。学生
授業アンケートの結果，授業時間外の学習時間が大幅に増えた。この要因
のとして，授業録画を復習に利用していることが挙げられる。これより，
2021 年度は 1 年次のアクティブラーニング・実験を除く必須科目の授業を
録画し，学生及び教員に公開する。授業録画は，教員の授業設計・教授法
の振り返りにも役に立つため，中期的に授業録画を実践する教員の割合を
増やす方策を考える。2021 年度は，30％以上の教員が授業録画に協力する
ことを目標(1-11-e)に付け加える。 

【2021 年度・年間実績】 
（ア）教員の適切な配置と資質向上 
・必修科目合格率については，各学科・各学年ともおおむね 95％以上と 2021 年

度目標値の 90％を大きく上回っており，教育力があると判断できた。 
・合格率が 90％を下回る必修科目は，2021 年度は 2 科目であった。これらの科

目については，次セメスターに再履修科目を設定している。 
・後期より，自動録画システムが導入され，1 年生必修科目（英語・実験はのぞ

く）は自動録画＆配信される仕組みが導入された。 
・履修放棄率(科目ごとの履修放棄者数÷履修者数)が 20%を超える授業は，全体

の 6.7%と，目標 15%以内を大きく上回った。 
・授業録画を取り入れた教員は 42.4%と，目標 30%を大きく上回った。授業録画

の有効性を検証するため学生を対象としたアンケート調査の結果，99%の学生
が有用と回答した。これより，来年度移行，早期に是授業で展開できる方策を
考える。また，収録した映像を全く見なかった学生が 30%いることから，より
多くの学生が利用しやすい環境構築を検討する。 

・学部生退学率は，旧学科で若干割合が高くなっているが，在籍者数が少なく留
年した学生が対象のため致し方ないと判断する。新学科については，目標値 5%
以下を大きく上回った。 

・ルーブリック導入およびアクティブラーニング導入に関する，2 回の FD 研修会
を実施したが，100%の教員が参加した。 

 

 

1-12 （イ）多様なニーズにタイムリーに対応できる人事制度の導入 
地元地域や企業が抱える様々な課題に関し迅速に対応するた

め、任期付き教員制度の導入や非常勤講師の弾力的な活用等によ
り多様な教員を確保する。 

教 育 人 事 委 員
会/業績評価委
員会 

《2021 年度・年度計画》 
 

【2021 年・年度計画・前期実績】 
・前年度で終了したので評価せず 

 

1-13 （ウ）学習支援用教員の配置 
地域枠及び専門高校・総合学科からの入学枠を設けることに伴

い、当該入学者が確実に学修して卒業することができるよう、学
習支援を行うために必要な教員を配置する。 

 

共マネセンタ
ー/教育人事委
員会/業績評価
委員会 

《2021 年度・年度計画》 
・2020 年度は、2019 年度を参考に目標値を設定したが、新型コロナの影響で

対面での支援が出来なかった。2021 年度は、ZOOM での遠隔対応などを
整備することで、2020 年度に達成できなかった目標値の達成を目指すこと
とする。 

・学習支援用教員が中心となり、授業中に学習支援室を利用するように全て
の授業で呼び掛ける。目標値は 100%とする。 

・対面での学習支援数と同等の支援を実施することを目標として、2020 年度
の目標をそのまま踏襲することとした。これにより、学習支援員対応数
を、年間 1 人あたり前期 35 人以上、後期 30 人以上として、
(35+30)×3=195 人以上の対応を目標値とする。 

・上記の目標値と授業におけるクラス分けの体制から、2021 年度は、昨年度
増員配置した学習支援用教員で充分に対応できていると判断している。 

 

【2021 年度・年間実績】 
・学習支援用教員が中心となり、授業中に学習支援室を利用するように全ての授

業で呼び掛けた。目標値を達成できた。 
・推薦入試による新入生の名簿の確認ができておらず、状況把握ができていな

い。しかし、習熟度が低いクラスに振り分けられている可能性が高く、このク
ラスは学習支援員が担当することになっているため、授業内でフォローが十分
されている。なお、微分積分１の学習支援室対応が手薄になっているため、こ
の科目についての学習支援員の配置を強化していく予定である。 

・学習支援員について、数学を専門にする支援員が不在のため、微分積分学１、
２に関する質問について対応するのが困難になっている。たとえば、微分積分
を担当する非常勤講師の教員に、学習支援室の手伝いをお願いするなどの対策
を検討していくこととした。 

・2021 年度は、Zoom やメールでの遠隔対応などを整備することで、2020 年度は
0 人であった対応数を増加させることができた。 

  【対応数】対面：23 件、メール：67 件、Zoom：7 件、計 97 件 （延べ数） 
・学習支援用教員が中心となり、授業中に学習支援室を利用するように全ての授

業で呼び掛けることで、目標値（100%）を達成できた。 
・推薦入試による新入生の対応もでき、目標値とした延べ数を上回ることができ

た（77 人／50 人）。 
・微分積分１・２については、授業プリントを入手することで学生の対応を図っ

た。 
・学習支援室に関する研究集会に参加した（学習支援室長）。STACK という

Moodle 上で「数学解答を自己採点できるシステム」について知ることができ
た。なお、学習支援室での導入を検討したが、費用対効果の問題から断念し
た。 
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 イ 学生を支える教育の質の
改善 

イ 学生を支える教育の質の改善  イ 学生を支える教育の質の改善 イ 学生を支える教育の質の改善  

1-14 教員の意欲を向上させ、教育
研究活動の活性化が図られる
よう、定量的な教員業績評価制
度の実施、FD（ファカルティ・
ディベロップメント）※3 活動
の充実、助教の任期制やテニュ
アトラック制度※４の採用等
により、質の高い教育を提供す
る。併せて、教育に関する諸情
報や学生の学修状況・成果に関
する情報の分析結果を教職員
と学生とで共有することによ
り、教育活動の向上を図る。 

 
 
 
 

（ア）教職員による組織的な教育改善活動の推進 
a  FD 活動の推進 

質の高い教育の提供、教育活動の評価や教員の教育力の向上な
どを目的とした FD(ファカルティ・ディベロップメント)活動の
基本的な方針を明確に示し、全ての教職員が組織的に教育改善
活動に取り組むとともに、その活動内容の充実に努める。 
具体的には、次のような FD 活動を行う。 
・半期ごとに学生による授業アンケートを実施し、その結果に

基づき教員が授業振り返りと今後の改善のためのデータを
収集し、学内に公表する。 

・教員同士で授業公開と参観を行い、授業改善のヒントや具体
的改善策を報告書として収集し、授業改善に役立てる。 

・組織的な取組みとして、講義の内容や進め方を示すシラバス
※8 の書式・内容の記載方法等を統一し、教員間で互いのシ
ラバスの内容点検を行いながら完成度を高める。 

・シラバスを WEB 上で在校生や学外へも公開し、授業内容の周
知を行う。 

・上記の一連の FD 活動結果データを基礎として、FD 委員会に
おいて策定する次年度の FD 活動計画に活かしていく。 

b  教育活動情報の共有化 
FD 活動の一環として、学生による授業アンケートや教員同士
による授業参観のフィードバック状況を学長に報告し、優れた
活動を公表し顕彰する等、教育力の向上に結びつける取組を行
う。これらの活動により得られた結果は、 
WEB 等により学内で自由に閲覧できる環境を構築し、情報の共
有を図るとともに、授業改善等の FD 活動に役立てる。 

c 学部完成の過程における教育目標の達成状況の確認と教育内
容の継続的見直し 
(a) 学部完成年度の 2021 年度末には、4 年間の教育目標の達成
結果と就職結果等を総括し、2022 年度以降の教育改善を図る。 
(b) 完成年度以前から新たな発展に向けて新学科の開設の検討
を行う。 
(c) 卒業生から4 年間を通しての教育に関する満足度を調査し、
その結果をもとに教育の質向上を図る。 

 

教 学 マ ネ ジ メ
ントセンター 

《2021 年度・年度計画》 
(ア) 教職員による組織的な教育改善活動の推進 
a FD 活動の推進 

教学マネジメントセンターのミッションは，次の 4 つの最重要戦略を達成
することと定義された。 
(1)基礎学力を重視し、AL(Active Learning)を中心とした教育システムの確
立 
(2)卒業研究の充実とレベルアップ 
(3)大学院進学者数増加とレベルアップ 
(4)教員の研究能力向上 
このうち，(1)を達成し教職員による組織的な教育改善活動を推進するため
に，従来通り 1-14-a～c2 を定量的指標とする。 
さらに，学生の主体的な学びを促進するため，今年度は実験・英語を除く
1 年次必修科目の 50％以上の科目で授業録画の提供を目指す。 
(2)を達成するために，卒業研究で学会発表できるレベルを目指し，研究室
で最低 1 件は卒業研究の内容を学会などの外部機関で発表することを努力
目標とする。2021 年度は，達成できた研究室の調査をして，2022 年度以
降の具体的数値目標設定につなげる。 
(3)を達成するために，2021 年度入学の大学院生からは，卒業までに学会
などの外部機関で研究成果について最低 1 回は発表することが，申し合わ
された。2021 年度については， 50%以上の学生が卒業までに学術機関な
どで研究成果を発表すること目標とする(1-14-e) 

b 教育活動情報の共有化 
 一般的に，受講している学生以外は大学の授業の内容を知るすべがないた

め，授業の評価を顕在化することは重要なことである。このため，授業ア
ンケートは継続する。学生が授業アンケートに真面目に取り組んでもらう
ために，授業アンケートが授業改善に役立つことを示すために，アンケー
ト結果の教員フィードバックを学生に公開することは重要で，来年度も継
続する。 
・FD アンケート結果、教員のフィードバックを Web で公表する。 

＊授業アンケート授業満足率(1-14-d2) 
・2019 年度より導入された出席管理システムを使い、学生の授業出席状況

を共有し、学生指導に役立てる。 
＊出席管理システム利用率(1-14-d) 

 学生の目標管理・メンタリング(自己啓発)のためにｅポートフォリオを
活用する。2021 年度より学部低学年の学生を対象に，メンターによる指
導を新規導入し，1－2 年生在学時の目標管理・メンタリングを充実させ
る。これまでは，ｅポートフォリオの参加率を目標値に設定したが，メ
ンター制度により目標管理・メンタリング充実度を測る指標として，下
記を導入する。 
＊e ポートフォリオの目標記入率 80％以上  
＊ｅポートフォリオメンターのコメント記入率 80％以上 
注記）「ｃ学部完成の過程における教育目標の達成状況の確認と教育内容の

継続的見直し」は、2021 年度に取り組むものとする。 

【2021 年度・年間実績】 
（ア）教職員による組織的な教育改善活動の推進 
a  FD 活動の推進 

(1) 基礎学力を重視し、AL(Active Learning)を中心とした教育システムの確立
のための指針である，シラバス点検参加率、授業アンケートの参加率、ポ
ートフォリオの電子化参加率等に関して，前期終了時点で目標達成した。 

(2)卒業研究の充実とレベルアップについては, 学部生の学会での発表件数と学
会参加率を調査し定量的に把握したところ、49 件の発表があった。 

(3)大学院生進学者増加については，学部からの入学予定者が 31 名と前年度よ
りは増加した. 

 研究のレベルアップについては，修士修了者の研究実績(論文発表数，学会発
表数，その他の活動数)を調査し，定量的に把握したところ、44 件の発表が
あった。 

b 教育活動情報の共有化 
・前期終了時点で授業満足度は 91％で目標を達成した。 
・出席管理システム利用率は 100％で目標を達成した。 
・学生の e ポートフォリオ目標記入率 89.1%で目標を達成した。 
・e ポートフォリオの教員メンター記入率 8.83%で目標を達成できていない。 
・出席管理利用率 100%で目標を達成した。 
・大学院での学術会議成果発表の割合は， 2021 年度修士修了生については 

全員が発表を行っており 100％となった。 
・FD 研修会参加率，シラバスチェック参加率，授業アンケート参加率 100% 

で目標を達成した。 
ｃ学部完成の過程における教育目標の達成状況の確認と教育内容の継続的見直し 

・共通科目については，教学マネジメントセンターで総括。専門教育について
は，学科ごとに総括し，AL を取り入れたカリキュラム編成について検討し
た。2022 年度から一部科目で AL を取り入れる予定である。 

・共通科目については，専門基礎科目，英語，マネジメント科目の 3 分野に分
けて総括した結果，物理についてシラバス改変を要する結果となり来年度に
む けてシラバス改変中。その他の科目については，科目合格率が 70%に満
たない科目(非常勤)があったため，対応を依頼した。 

 

 

工学部/共マネ
センター 

《2021 年度・年度計画》 
・教学マネジメントセンター、同推進員員会が発足し、上述の通り授業評価

アンケートやポートフォリオ、学生の授業出席管理など詳細なデータとそ
の分析結果が得られるようになった。それらを学科や共通マネジメント教
育センターにフィードバックし、さらに深く分析して今後の教育活動に役
立てる。 

・共通・マネジメント教育領域科目と専門教育領域科目の接続について、そ
の重要性について再確認し、教学マネジメントセンターおよび同推進委員
会と協同で必要に応じて改善、見直しを推進していく。 

・例えば、学修ポートフォリオの電子化、ネットワーク上で閲覧可能になる
など、その他、可能なものからディジタルトランスフォーメーション
（DX）を積極的に推進し活用していく。教職員の作業の効率化を図る。 

 

【2021 年度・年間実績】 
・FD 研修会の一環として講師の方を招き（遠隔）、“ルーブリック”に関する研修

会を開いた。その具体的な内容や作業について解説があり、その後、本学教職
員と活発な質疑応答がなされた。また、今期も引き続き、授業アンケートを実
施し、その結果に対する教員の学生へのフィードバックもしっかり行った。 

・今年度、完成年度を向かえ、教学マネジメントセンター、同推進委員会が主体
となり、共通・マネジメント教育領域科目と専門教育領域科目の接続について
検討を始めた。数学系、物理系科目を中心にシラバスの内容と各専門科目との
関連をそれぞれ再確認し、今後、見直しが必要な部分は担当者同士が検討、調
整していくこととした。 

・学修ポートフォリオの電子化や学生の授業の出欠状況閲覧等、DX により教職 
 員の作業の利便性が上がり効率化が進んできた。学科内だけでなく学科から共 
 通マネジメント教育センターへのフィードバックも容易になり、最新データを 
 効率的に授受できるようになった。今後さらに、多方面にわたり業務の効率化 
 を図るため DX を推進していくこととした。 
・卒研生に対して入学後 4 年間を振り返り、アンケート調査を実施した。その結 
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 果に対する教職員、事務職員の評価、感想、コメントも収集した。改善すべき 
 点がいくつかあり、次年度に向けて関係部署でさらに詳細に分析し改善策を立 
 て、早期に実行に移す。 

1-15 （イ）教員業績評価制度と若手教育者の質的向上 
教員の意欲を向上させ、教育活動の活性化が図られるよう、

定量的な教員業績評価制度を導入し、評価結果を各教員に知ら
せる。助教の多様な採用制度等を検討し、若手教育者の質的向
上を図る。 

 

業 績 評 価 委 員
会 

《2021 年度・年度計画》 
・順調にいっているので、昨年度と同様、教員の研究、教育、貢献の 3 分野

の業績を数値化して教員業績評価を行い、教員へフィードバックする。ま
た、その過程で評価方法の妥当性について検討し、必要な場合、改善の立
案と次年度からの実施を決める。 

【2021 年度・年間実績】 
・7 月に教員業績評価委員会を実施して、今年度の評価方針を定めた。 
・変更のあった評価方法等、今年度の方針は同月の拡大教授会にて説明し、教員

へ周知した。 
・前期は各教員の業績の収集をして、11 月に収集データにもとづいて評価を進

め、教員業績評価を実施、結果をフィードバックし、昇給・手当等へ反映し
た。 

 

1-16 （ウ）実践的な教育の展開 
a 地域の企業や各種団体との関係を深め、また、地域で活躍する

人々の情報を集めて、地域の企業、各種団体または地域の人々
を講師として招く等、優れたノウハウを教育に活かす。 

b 地域課題を積極的に活用して演習、卒業研究及び大学院研究の
テーマとして取り上げる等、身近でかつ実社会とつながる実践
的な教育を展開する。 

 

地 域 連 携 総 合
センター（工学
部） 

《2021 年度・年度計画》 
・２年生科目「地域連携課題演習」おいて、地域の関係者との協力の下、技

術シーズと社会的課題を関連付けた課題設定を行っていく。 
・上記課題設定についても学外協力者、学生らと検討する会議を行う。 
・上記検討会議や相談において出たテーマに関した学生課外活動のプロジェ

クトを行う。 
・出前授業等、教員が地域などで行う研究教育啓発活動等で、学生が主体的

に関われる事業について、研究室所属以外の学生にも参加できる取り組み
を行い、研究活動と社会的活動への関心を醸成するとともに他者へ説明す
る力を育む。 

・実社会の現在の課題や過去の課題解決の実例を基に、課題分析、目的に合
った解決手段の検討に関するワークショップを試行する。「地域連携課題演
習」等で力を発揮するための予備的な講座を実施する。 

【2021 年度・年間実績】 
・後期科目「地域連携課題演習」に向けて、茅野市や商工会議所等を交えて課題

設定を行った。205 名の学生が地域へ出た調査活動などを行い、具体的な技術
活用の提案を行った。この成果の発表会はオンライン配信で公開し、年度末ま
でに 308 件の視聴回数があり、学外にも学生の活動の認知が広まった。 

・教員が依頼を受けたが、学生も主体的に関われる事業として、茅野市内の小学
校へクラブ指導に行った。参加学生は広く募集し、学年を問わず学生が参加し
た。 

・「IoT・AI-DX コンテスト」や「ロボット創造教室」、「SUWA デザインプロジェ
クト」等、地域と連携した学生参加プロジェクトを公募した。 
また、これらの課題解決のための手段として、「3D プリンター」「レーザーカ
ッター」等の機器の使い方や「IoT・システム構築」「プログラミング」を学ぶ
研修会を延べ 9 回行い、13 人の学生が参加した。その後「IoT・AI-DX コンテ
スト」については、10 月より企業見学などの活動を行い、年度末のコンテスト
への出場をすることになった。 

 

地 域 連 携 研 究
開発機構（地域
連 携 総 合 セ ン
ター） 

《2021 年度・年度計画》 
・昨年同様、地域連携研究開発機構で実施する研究課題を卒業研究および大

学院研究のテーマとして取り上げ、学生の実践的な教育に資する。コロナ
感染終息が見通せないので、コロナ禍でも行えるテーマを取り上げる。 

・昨年度試行した「AI コンテスト」を引き続き実施する。 

【2021 年度・年間実績】 
・地域連携研究開発機構で実施する研究課題を卒業研究および大学院研究のテー

マとして取り上げ、学生の実践的な教育に資した。コロナ感染終息が見通せな
いので、コロナ禍でも行えるテーマを取り上げた。 

・「AI コンテスト」を実施した。 

 

 ウ 学生の教育環境の整備・充
実 

ウ 学生の教育環境の整備・充実  ウ 学生の教育環境の整備・充実 ウ 学生の教育環境の整備・充実  

1-17 学生が適切な環境のもとで
教育を受けられるように、既存
の施設設備を充実させる。 
 

（ア）魅力ある教育施設等の整備 
a 学生の学修における履修登録、出席状況、成績等を一元的に管

理するシステムを整備・拡充する。また、教員から学生に対し
て、授業ごとの電子教材の提供、課題の提出、質問事項等、教
員と学生とのコミュニケーションが可能なシステムを整備す
る。 

b  ICT を活用した教室の整備拡充を図る。また、キャンパス内に
隙間なく Wi-Fi 環境を整備し、全学生がパーソナルコンピュー
タを持つことで、円滑なる授業に資するとともに、いつでもど
こでも教員への質問等が可能な環境を整備することで魅力ある
キャンパスを実現する。 

c  学生の主体的な学習を支援する等、学生の学習意欲を高める施
設環境づくりに取り組む。加えて、学内での活動が魅力的な学
生生活となるよう環境整備を行っていく。 

d 図書の増冊や文献検索等の図書館機能を充実するとともに、学
生ができる限り自由に利用できる環境の整備に取り組む。 

e 学生が適切な環境のもとで教育研究を行うことができるよう
に、必要な実験機器の整備を行うとともに、新棟の建設等の施
設設備の整備を学年進行に合わせて、必要な時期に行う。 

事務部 《2021 年度・年度計画》 
・茅野市情報プラザ撤収後の空き室利用を、図書館との連携を含めた活用方

法を検討する。 
・4～６号館のネットワーク機器を更新し、Wi-Fi6 に対応したネットワーク環

境を強化する。 
・教室の視聴覚設備を順次デジタル化に改修する。 
 

【2021 年度・年間実績】 
・情報プラザ撤収後の有効活用について、来年度からの運用に「学習支援室」や

「総合情報センター」と図書館との連携を踏まえた具体的検討を行った。 
・夏期休暇中に Wi-Fi6 が利用できるネットワーク工事を実施し、大容量のデータ

転送が高速で運用できるようになった。 
・教室の視聴覚設備が老朽化により授業に支障が出ていたため、大教室 7 室のデ

ジタル化工事を夏期休暇中に実施し、後期から運用開始した。 
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工学部（共マネ
センター/図書
館） 

《2021 年度・年度計画》 
・2020 年度、コロナ禍で図書館の使用が制限される中、電子書籍を活用するこ

とで一定の成果が出た。それを受け今後 With コロナ、After コロナを見据
えて、さらに電子書籍の種類、量の拡充し、学外からのアクセスの利便性を
図る。 

・図書館の書籍についてもディジタルトランスフォーメーション（DX）を積極
的に推進し活用していく。その結果、利用者の利便性や教職員の作業の効率
化を図る。 

・より利便性を拡充するため、出欠管理、課題の提示と提出、学生と教職員間
の連絡のやり取り、情報の提供についても DX の推進を検討する。 

・授業のデジタル化とオンライン化に対応するために電子書籍の増冊とオン
ライン商品の充実を図る。また学外からもよりアクセスし易く改善し、利
用促進につなげる。それらの利用説明会を開催する。また学生協働により
学生視点からの図書館運営を行う。 

【2021 年度・年間実績】 
・図書館の実績入館者数の目標を達成した。これは 2021 年 3 月に工事をしたコン

セント増設やパーテーションの設置等により、オンライン授業が受け易くなっ
た事や、電子資料閲覧に利用された事が要因と考えられる。 

・学生視点からの図書館運営では、学生アルバイトによる展示企画（オリンピッ
ク関連）を行った。 

・電子書籍は和書 135 点、洋書 1200 点が追加されＤＸ化に寄与した。 
・電子書籍の利用促進として利用の多い 2 社による試読サービスとデモ機を設置

した。 
・対面授業は増えたが、電子書籍の利用実績は変わらないので電子利用が定着し

てきたと考えられる。 
・図書館では引き続き、With コロナ、After コロナを見据えて、さらに DX を推

進し電子書籍の種類、量の拡充し、学内利用者の積極的な利用促進と学外から
のアクセスの利便性を図ることとした。 

・今年度、80％程度の授業を対面式で実施しているが、授業の出欠管理、課題の
提示と提出、学生と教職員間の連絡のやり取り、情報の提供等については、昨
年度から引き続き、ICT を使用して有効に運営されている。ICT、DX の普及に
関してはコロナ禍の経験を活かし、本学でも急速に進展した点であり、逆に良
かった点として挙げられる。 

 

 エ 新たな教育分野への展開
の準備 

エ 新たな教育分野への展開の準備  エ 新たな教育分野への展開の準備 エ 新たな教育分野への展開の準備  

1-18 大学が、魅力ある教育を行
い、将来に向けて発展するため
に、工学系統の新たな分野等へ
の展開について検討する。ま
た、それに伴って必要な教職員
の採用・配置や施設設備の整備
についても検討する。 
 

改組した工学部の完成年度後の新たな学科展開に備えるため
に、平成 30 年度から、新学科構想委員会等を設置し、今後の新規
学科設置を目指し、必要な施設設備の整備計画等の検討を開始す
る 
 

新 学 科 構 想 検
討委員会 
 

《2021 年度・年度計画》 
・新学科について、外部の意見を聞き素案を立てる。具体的には前年度に引

き続き、新学科が目指す教育研究分野は after コロナ、with コロナ時代の社
会生活を念頭に置き、SDG’s や脱炭素社会を意識した特色ある分野である
ことを確認し、さらに議論を深めていく。その際、地域に根差した分野で
あること、また、教員の専門分野、補充する教員数、入学者数の確保、維
持、さらに就職先の見込みなども十分に加味し検討を進める。 

・今後の予定を立て、WG を終了し、新学科構想検討委員会で引き続き議論
する 
 

【2021 年度・年間実績】 
・昨年度末で新学科検討 WG 終了し、今年度から新学科構想検討委員会で引き続

き検討を行った。 
・設立組合の正副組合長の方々から新学科構想についてご意見を伺った。また、

地元 6 市町村の産業界の代表の方々から本学の現状と将来的な要望についてア
ンケートを行った。ともに大変有用な意見があり、概ね現体制の方向性でよ
く、この 4 年間の振り返りをしっかり行うよう助言があった。 

・新型コロナ感染症の影響で技術の進歩が加速し、社会や産業構造、企業での働
き方、生活様式等が急速に変化していて、先が見通すのが困難な時代に突入し
た。After コロナ、With コロナ時代を見据え、本学をブランディングして特色
ある学科体制やその中での教育研究分野について検討を重ねてきた。1)公立大
学であること、2)諏訪圏に位置していること、3)工学系単科大学であること、
を念頭に議論した。その結果、今後の学科、コースの体制や各学科、コースの
教育研究分野、強化していく分野とそこに充てる新任教員、その人数等、つい
ては大筋固まり、中間報告を策定し学長に答申した。 

 

 （３）グローバル人材の育成推
進に関する目標 

（３）グローバル人材の育成推進に関する目標を達成するために
とるべき措置 

 （３）グローバル人材の育成推進に関する目標を達成するためにとるべき措置 （３）グローバル人材の育成推進に関する目標を達成するためにとるべき措置  

 ア 国際化に対応した人材の
育成 

ア 国際化に対応した人材の育成  ア 国際化に対応した人材の育成 ア 国際化に対応した人材の育成  

1-19 学生の海外体験に関する取
組、語学力向上の取組、留学生
に対する取組等の充実を図り、
グローバル化に対応した国内
外で活躍できる人材を育成す
る。 
 

（ア）学生の海外体験の促進 
a 海外インターンシップ制度を十分に活用できるよう、学生への経

済支援を行い、海外を体験する学生の一層の増加を図る。 
b 語学留学や国際学会等への学生の参加を促進するため、大学指

定の語学留学を行う学生および国際学会等で発表する学生への
経済支援を行う。 

c 留学生の受入を促進する。 
(a) 東南アジア諸国をはじめ、海外の優秀な学生の受入を促進

するため、大学 PR や受入支援体制の充実を図る。 
(b)「留学生委員会」を中心に留学生との交流を促進し、双方

の学生の異文化理解を図る。 
(c)留学生の受入や留学に関わる様々な業務を総合的に支援で

きるよう、留学生委員会の機能を強化し、「留学生支援セン
ター（仮称）」の新設を検討する。 

d 語学力向上の取組を検討する。 
(a) 「英語村」の定期的な開催、国内ミニ・ホームステイプログ

ラムの実施、実用英語技能検定や TOEIC 検定試験への積極
的な受験への支援等、本学の取組の一層の充実を図り、学生
の英語コミュニケーション能力の向上を図る。 

(b) 学士課程の卒業論文や大学院における学位論文の一部に英
語での記述を課す等、専門分野においても学生の英語力の向
上を図る。 

国 際 交 流 セ ン
ター 

《2021 年度・年度計画》 
・MOU 締結大学とさらに積極的に交流を深める。現在 1 研究室の研究室間交

流を今後、２、３研究室に拡大する。また、マレーシア国民大学と新たに MOU
締結を結び、語学研修を含む学術交流の制度構築を進める。さらに、東京理
科大学の海外研修プログラムへの参加は引き続き堅持する。 

 （MOU：Memorandum of Understanding の略。基本合意書） 
・HIS 主催のオンライン留学プログラムへの参加を募り、実績の構築と学生の

ニーズの検証を行う。 
・留学生数については、次年度(2022 年度)実施予定の 9 月入学に向けた、制度

設計を進める。 
・海外インターンシップについては、ここ数年、参加者数が伸びてきていたが、

前年度は、コロナ感染の影響で、実施できなかった。コロナ感染状況に合わ
せて、過去の実績のある企業の中で、できる限りの活動を行う。 

・引き続き、英語力向上を目指し学生に積極的な支援を行っていくため、「英語
村」と連携を図る。加えて、学生の英語に対するモチベーションアップのイ
ベント、プログラムを共通・マネジメント教育センターの英語教員と連携し
て企画・実施する。 

【2021 年度・年間実績】 
・5 月に国立勤益科技大学（台湾）と MOU 締結を新たに結んだ。国立勤益科技

大学は語学研修や文化交流に関する学生向けのプログラムを有しているが、
2021 年度は、今夏の第 5 波の感染拡大状況禍で、そうしたプログラム活用の機
会の活用は自粛せざるを得なかった。また、すでにＭＯＵ締結を行っている大
学の語学研修プログラム等の活用も同様の状況であった。 

・語学研修プログラムを有するマレーシア国民大学とは、MOU の書類の整理が
終了し、次年度の締結に向けて、事務局レベルでの最終的な調整をしていくこ
ととした。 

・次年度からの大学院 9 月入学については、大学院研究科会議で承認され、制度
設計の検討をスタートした。 

・海外インターンシップについては、今夏の第 5 波のコロナ感染拡大状況禍で、
2021 年度内は実質的な活動は自粛せざるを得ない状況であった。 

・HIS 主催のオンライン語学研修プログラムは、2021 年夏季(7 月)と 2022 年春季
(3 月)において、国際交流センターの認める奨学金対象のプログラムとして参加
を募り、2022 年春季プログラムにて、1 名の学生が参加の予定である。 
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(c) 留学生に対する日本語教育や、第二外国語としての中国語
教育の一層の充実を図るとともに、東南アジア諸国との連携
を考慮し、ベトナム語等の教育の導入について検討する。 

 

共 マ ネ セ ン タ
ー 

《2021 年度・年度計画》 
・「英語村」の継続実施 

昨年同様、年間 20 回を実施する。 
・「国内ミニホームステイ・プログラム」の実施 
  昨年好評であったことから、前期・後期の年 2 回実施する。 
・「TOEIC（IP）」受験の実施 
  受験者数の促進を図るとともに、受験の対応を行う。 
 

【2021 年度・年間実績】 
・昨年度の「英語村」は新型コロナ感染予防の観点から、オンライン開催をせざ

るをえなかったが、本年度は対面実施を目指した。感染状況を考慮し開始時期
を遅らせたため、前期は全９回の対面実施となった。さらに会場の人数制限が
影響し、参加者数合計は 152 名に留まった。後期は前半 5 回を遠隔実施し、後
半 5 回は対面実施が実現したものの、人数制限の必要性から参加者数は 109 名
となった（年間 261 名参加）。例年通り、アンケート結果は高評価であり、英語
によるコミュニケーションの楽しさを味わえたという感想だけではなく、自信
あるいは悔しさからモチベーションアップにつながったと実感する学生が多か
った。 

・「国内ミニ・ホームステイプログラム」 
コロナ禍の社会状況を鑑み、前期・後期とも「日帰り(one-day camp)」形式で
実施した。各回定員 8 名のところ、大学判断により前期は 6 名で実施(7 月 3
日)。後期は 7 名で実施（12 月 18 日）。アンケートによれば、英会話に対する
自信、手ごたえ、動機付けの向上を実感したという満足度の高い学生が多く、
７時間のイベントが「短く感じた」という意見もあり、大変有意義なプログラ
ムとなった。2022 年度は「日帰り」ではなく「1 泊 2 日」で実施していく。   

・「TOEIC(IP)」は、昨年同様オンライン形式での受験とし、本年度は、試験結果
の信頼度を高めるため「AI 監視サービス」を採用した。申込み人数 174 名のと
ころ 162 名が受験した。昨年の 78 名と比較し、今年度は倍増する結果となっ
た。教員が授業に TOEIC 指導を取り入れる等の取り組みにより、学生の受験
意欲を高めることができている証左である。結果は、600 点以上 10 名（うち 3
名 700 点以上）、500 点～599 点 40 名、平均点 431 点。年度目標値は「TOEIC 
600 点以上 7 名」であり、10 名が 600 点超えを達成し、目標を上回る結果とな
った。 

 

 イ 大学の国際化の推進 イ 大学の国際化の推進  イ 大学の国際化の推進 イ 大学の国際化の推進  
1-20 国際化に対応できるように

大学の組織体制を構築し、海外
の大学・研究機関等との提携・
連携を推進する。 
 

（ア）海外の大学との学術交流や教育連携協定の推進 
東南アジア諸国や欧米諸国等の海外大学との学術交流や教育連

携を図るための「国際交流センター（仮称）」の新設を検討し、学
術交流協定の締結を促進する。 
 

国 際 交 流 セ ン
ター 

《2021 年度・年度計画》 
ア）海外の大学との学術交流や教育連携協定の推進 

・MOU を締結しているホーチミン市工科大学とは、研究室交流を深め、コロ
ナ感染状況を踏まえながら、AI や IoT など情報系だけでなく、機械や電気電
子分野にも拡張する。また、同様に、昨年度 MOU を締結したアンジェ大学
とは、今後先ずは研究交流可能な情報系の研究室の数を増やし、次のステッ
プとして上記大学と同様に研究交流分野の拡大を図る。 

・マレーシア国民大学とは、新たに MOU 締結を結び、語学研修を含む学術交
流の制度構築を進める。 

・リヨン国立研究所、台湾中興大学との MOU 締結の可能性を引き続き検討し、
研究面や語学研修で学教職員の交流を図るための準備を行う。 

・ワイオミング大学とは語学研究制度の再構築を検討する。 

【2021 年度・年間実績】 
・台湾中興大学とは、コロナ以降実質的な連絡を行うことができずＭＯＵ締結の

可能性は少ないとした。代わりに、5 月に国立勤益科技大学（台湾）と MOU
締結を新たに結んだ。また、マレーシア国民大学とは、MOU の書類の整理が
終了し、次年度の締結に向けて、事務局レベルでの最終的な調整を、調整を行
っている。 

・MOU を締結しているホーチミン市工科大学、アンジェ大学との研究交流拡大
の可能性については、今夏の第 5 波、今冬の第 6 波のコロナ感染拡大状況禍
で、担当者間での実質的な検討を行う機会を持つことができなかった。ただ
し、新たに MOU を締結した国立勤益科技大学とは、本学の教員・研究室との
研究間交流の可能性を見出すべく、互いの大学のホームページや大学パンフレ
ットなどを参考に、特に、機械電気工学科に所属する教員・研究室に共同研究
の可能性の検討を、国際交流委員を介して各学科に周知し、検討内容について
は国際交流委員会にて取りまとめ、勤益科技大学と具体的な交流について 2022
年度調整していくこととした。 

・ワイオミング大学の語学研修制度に関しては再度検討を行ったが、現状で本学
の学生のニーズと適合するものではなく、その再構築は見合わせた。 

 

1-21 （イ）国際的な学術交流の推進 
国内外での国際学会への教員及び学生の参加を奨励するととも

に、本学や諏訪地域での国際学会の開催等、国際的な学術交流や研
究交流の機会を設けることを検討する。 
 
 
 
 
 

国 際 交 流 セ ン
ター 

《2021 年度・年度計画》 
（イ）国際的な学術交流の推進 
・引き続き、コロナ感染状況を踏まえて、教職員や学生の国際会議への参加、

講演など促進するため、国際交流予算から旅費や宿泊費の補助を充実させ、
積極的に働きかけて行く。 

・専門的なグローバル人材の育成を目的として、学生の語学力アップ、国際会
議への興味促進を図り、大学院での英語を主言語とした授業の検証を行いな
がら、段階的にその授業数を増加していく。 

・1-20 項に記載した通り、MOU 締結大学の数を増やし、研究室間、教員や学
生の研究交流を質、量ともに向上させていく。 

【2021 年度・年間実績】 
・今夏の第 5 波。今冬の第 6 波のコロナ感染拡大状況禍今で、年度を通して教職

員や学生の渡航を伴う国際会議への参加は自粛せざるを得ない状況であったた
め、昨年度と同様、国際交流予算からの出費はなかった。現在、国内における
感染状況は収束の様子を呈しており、今後の国内外のコロナ感染状況を踏まえ
て本学教員、学生の学術交流の促進に向けた働きかけを行うこととした。 

・大学院での英語主体の授業に関しては、本年度も昨年同様に英語による授業
を、前期は 5 つの授業で実施、後期は 7 つの授業で行った。また、次年度以降
では、研究室単位での「英語文献調査１，2(仮称)」という必須の新しい授業を
設置することが、すでに大学院研究科委員会で承認されている。 

 

 ウ 教職員の国際交流の推進 ウ 教職員の国際交流の推進  ウ 教職員の国際交流の推進 ウ 教職員の国際交流の推進  
1－22 教職員の国際化に向け、海外

大学等への派遣や、外国籍教員
の招聘等を行う。 
 

（ア）教職員の国際交流を促進させるため、海外の大学等へ積極的
に派遣を行う。 

（イ）海外派遣制度を活用する等、国際水準の研究を担う研究者や
戦略的な大学運営を担う教職員を養成する。 

（ウ）海外の大学や研究機関等との共同研究を促進するため、外国
人教員招聘制度を活用して、外国人研究者の受入を増やすとと
もに、受入体制を整備する。 

 

国 際 交 流 セ ン
ター 

《2021 年度・年度計画》 
・既に MOU を締結しているホーチミン市工科大学、アンジェ大学とは、情報

分野だけでなく機械電気の分野に研究交流を拡張し、教員や学生の国際交流
の機会を増やしていく。そのために国際交流予算による支援をさらに充実さ
せていく。 

・1-20 項に記載した通り、MOU 締結大学及び締結予定大学との研究交流、語
学研修に加え、大学運営戦略を目的とした教職員の情報交換、ディスカショ
ンも積極的に推し進めていく。 

【2021 年度・年間実績】 
・今夏の第 5 波。今冬の第 6 波のコロナ感染拡大状況禍今で、外国籍教員の招聘 
 窓口の増加に向けた具体的な検討や、すでに海外研究者と共同研究を行ってい 
 る教員を中心に、短期・中期滞在での海外研究者の数名の招聘を行うといった 
 試みは、実質的には自粛せざるを得ない状況であった。 
・また、MOU を締結しているホーチミン市工科大学、アンジェ大学との国際交 
 流の機会拡張に向けでも、同様にコロナ禍の影響で、担当者間での実質的な検 
 討を行う機会を持つことができなかった。 
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・サバティカル制度を利用した短期・中期・長期滞在の海外大学の教員受け入
れ制度を確立し、外国籍教員の招聘窓口を増加する。その教員に対する支援
制度も充実させて段階的に招聘数を増加していく。 

・特に、コロナ感染状況を踏まえて、すでに海外研究者と共同研究を行ってい
る教員を中心に、短期・中期滞在での海外研究者の数名の招へいを行う。 

 ２ 先端的研究の取組と研究
成果の創出に関する目標 

２ 先端的研究の取組と研究成果の創出に関する目標を達成する
ためにとるべき措置 

 ２ 先端的研究の取組と研究成果の創出に関する目標を達成するためにとる
べき措置 
 

２ 先端的研究の取組と研究成果の創出に関する目標を達成するためにとるべき
措置 
 

 

 （１）研究水準及び研究の成果
等に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するために
とるべき措置 

 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 

 

 地域のものづくりを支える
機械・電気技術や、今後の地域
産業を変革する人工知能等の
情報応用技術を中心とした研
究活動を推進する。また、シー
ズ発掘を目指すイノベーショ
ン型研究と、地域産業のニーズ
に応える実用型研究をバラン
スよく実施して、研究水準の向
上を図るとともに、研究成果を
地域社会に還元する。 

     

 ア 先進的なシーズ発掘を目
指すイノベーション型研究 

ア 先進的なシーズ発掘を目指すイノベーション型研究  ア 先進的なシーズ発掘を目指すイノベーション型研究 
 

ア 先進的なシーズ発掘を目指すイノベーション型研究 
 

 

2-1 今後の産業界の発展に必要な
イノベーションの創出につな
がる世界的にも先進的な研究
開発を推進する。 
 

先進的な研究分野として、以下の分野を設定する。 
（ア）情報応用技術分野 ８分野 
「人工知能、IoT」 
「医療介護・健康工学」 
「ビッグデータ」 
「インターネット」 
「画像・音響・情報」 
「通信・ネットワーク」 
「ソフトウエアデザイン」 
「メディア表現」 

 

工学部/情報応
用工学科 

《2021 年度・年度計画》 
・完成年度を迎えるにあたり、これまで掲げてきた学科の特色や強化する分野

を検証する。With コロナ、After コロナの時代を見据えて必要に応じて見直
し、変更、新たに追加するなど含め検討を行う。 

・新しい教員を迎え，医療ビッグデータ・気象ビッグデータ・スマート農業な
どを対象とした AI・IoT・ビッグデータ関連の研究を展開し，少子高齢化，
食糧安定供給確保，地球温暖化防止，SDGs の達成、脱炭素社会を見据えた
研究を行っていく。 

・一期生が研究室に配属される情報応用工学科の学生に対し，大学院への進学
を促し，研究活動の活性化を図る。 

・引き続き、地域の課題解決に向けて、研究シーズの異なる分野との連携を模
索する活動を継続的に実施する。 

・学科所属の教員の研究活動について、学科会議などを通して年度計画を立て、
「先進的研究件数」や「学会発表件数」、「論文発表件数」などの目標設定を
共有し、その目標達成に向けて活動する。 

・先進的イノベーション型研究テーマを積極的に推進していくことと、卒研生
の質保証ための一手段として、努力目標として卒研生に対し１研究室当たり
最低１件の学会発表を課すことを掲げた。その結果、学生と教員ともに研究
活動に積極的に取り組み、研究室の活性化を図る。 

 

【2021 年度・年間実績】 
（2 学科共通） 
・今年度、完成年度を迎え、新学科構想検討委員会においても検討されているよう

に、新型コロナ感染症の影響で社会の変化、それに伴う科学技術の変化が急加速
している状況を踏まえ、現在、８つある学科の教育研究分野を検証した。その結
果、学科の特色に沿った新たに強化する分野を追加する等、分野の案をまとめた。 

・各研究室で卒研生に大学院進学を促した結果、進学希望者数が増加し、7 月に実
施された学内選抜（推薦）入試では、内定者は昨年度公立化前との比較であるが、
工学部全体として、ほぼ 2 倍に達した。内定者の中には奨学生対象の優秀な学生
が含まれており、今後の学生自身の活躍と個々の研究室の研究活動の活性化が見
込まれる。また、難関有名大学を含む他の国公立大学の大学院にも合格した。 

・諏訪圏域や長野県内企業との共同研究、受託研究、技術相談の数はここ数年、着
実に増加しており、地方の公立大学として“知の拠点”になり、地域の課題解決や
地域貢献、地方創生の役割を果たしてきていると思われる。今後さらにこれらの
活動を拡張していくこととした。 

（情報応用工学科） 
・「医療・環境ビックデータ分析」や「データエンジニアリング」を専門とする教員

が新たに着任した。AI・データサイエンス・IoT・ビッグデータ関連の研究とそ
れらを応用した教育研究を学科内、さらに地域連携研究開発機構においても他分
野の教員と連携して今後さらに推進していくこととした。 

・教員の研究活動について前期の実績は、学科全体で「先進的研究件数」が 76 件、
「学会発表件数」が 19 件、「論文発表件数」が 11 件と目標をクリアしている。
また、研究室の研究活動の活性化と卒研生の質保証の観点から、１研究室当たり
最低１件の学会発表を課すことを努力目標として掲げたが、前期は 3 研究室 6 件
の学会発表を行った。後期については、9 研究室 30 件と大幅に増加し今後卒業
研究への効果の期待が高まった。 
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2-2 （イ）機械電気技術分野 ８分野 
「ロボット・制御」 
「先進自動車」 
「航空・宇宙」 
「リニア・磁気浮上」 
「センシングデバイス」 
「革新的材料・モノづくり」 
「環境エネルギーマネジメント」 
「統合安全・安心」 

 

工学部/機械電
気工学科 

《2021 年度・年度計画》 
・完成年度を迎えるにあたり、これまで掲げてきた学科の特色や強化する分野

を検証する。With コロナ、After コロナの時代を見据えて必要に応じて見直
し、変更、新たに追加するなど含め検討を行う。 

・SDG‘s を意識し脱炭素社会に向けて、地球温暖化対策としての再生エネルギ
ー利用・電動化の推進、食料確保のための AI を活用したスマート農業、少子
高齢化対策としての自動化・ロボット技術活用、及びこれらを支える材料・
加工技術に関する研究活動を重点的に推進する。 

・学科の重点領域である「ロボット・制御」、「環境エネルギーマネジメント」、
「革新的材料・モノづくり」の各分野に新たに教員が着任する。それぞれの
専門を活かし、災害救助支援へのロボット活用、再生可能エネルギーの活用
（発電と蓄電）、地域に貢献する微細加工技術（機能材料の創生）について、
現教員と協力して研究を推進する。 

・研究室の研究活動の活性化するため、学部 3 年次から研究室に配属させて研
究の基礎指導を行う「ゼミ研究」を活用する。 

・「ゼミ研究」と「卒業研究」による学部 2 年間の研究指導により、卒研生の学
会発表を加速し、大学院進学者の増加を図る。 

・引き続き、地域の課題解決に向けて、研究シーズの異なる分野との連携を模
索する活動を継続的に実施する。 

・学科所属の教員の研究活動について、学科会議などを通して年度計画を立て、
「先進的研究件数」や「学会発表件数」、「論文発表件数」などの目標設定を
共有し、その目標達成に向けて活動する。 

・先進的イノベーション型研究テーマを積極的に推進していくことと、卒研生
の質保証ための一手段として、努力目標として卒研生に対し１研究室当たり
最低１件の学会発表を課すことを掲げた。その結果、学生と教員ともに研究
活動に積極的に取り組み、研究室の活性化を図る。 

【2021 年度・年間実績】 
（機械電気工学科） 
・学科の重点領域である「ロボット・制御」、「環境エネルギーマネジメント」、「革

新的材料・モノづくり」の各分野については、新たに助教が着任した。学科内、
さらに地域連携研究開発機構においても他分野の教員と連携して今後さらに教
育研究を推進していくこととした。 

・3 年次ゼミ研究１・２の実施により、卒研生による 2 件の学会発表が実現した。
今後も卒業研究の質向上と研究成果の発信に努める。 

・卒業研究の中間発表を実施し、卒研生が各自の研究について、背景、目的、手
法 、進捗及び今後の予定を確認する機会とした。卒業研究の質向上に有効であ
った。 

・教員の研究活動について前期の実績は、学科全体で「先進的研究件数」が 42
件、「学会発表件数」が 30 件、「論文発表件数」が 6 件と目標をクリアしてい
る。また、研究室の研究活動の活性化と卒研生の質保証の観点から、１研究室
当たり最低１件の学会発表を課すことを努力目標として掲げたが、前期は 2 研
究室 2 件の学会発表を行った。後期については、6 研究室 11 件に増加したが、
引き続き上記目標を達成するよう各研究室において卒業研究を指導していくこ
ととした。 

 

 イ 地元企業の要望等に基づ
いて行う実用型研究 

イ 地元企業の要望等に基づいて行う実用型研究  イ 地元企業の要望等に基づいて行う実用型研究 イ 地元企業の要望等に基づいて行う実用型研究  

2-3 地域の活性化に貢献するため、
地元企業等のニーズに応える
研究開発を推進する。 
 

（ア）地域連携研究開発機構において、地域の企業からの要望に応
える研究開発を外部資金や学長裁量経費を活用して推進し、得
られた研究成果を学生や地域に還元する。 

（イ）学長裁量経費等を活用して、若手研究者の育成や学科の枠を
超えた学内共同研究の取組を強化し、学内研究の活性化を図る。 

 

地 域 連 携 研 究
開発機構（地域
連 携 総 合 セ ン
ター） 

《2021 年度・年度計画》 
（ア）項 
・地元企業等の要望に基づく実用型研究を実施するため、本学予算による特任

教授と特任准教授を採用する。 
・昨年同様、前年度の成果を冊子としてまとめ配布するとともに公開の講演会

をオンラインで開催し、地域への発信と情報交流を行う。 
（イ）項 
・昨年同様、プロジェクト型の予算に関しては昨年度のプロジェクト申請の結

果を考慮した予算配分を行い学内研究の活性化を図る。 

【2021 年度・年間実績】 
(ア) 項 
・特任教授と特任准教授を採用し、地域からの要望に基づく LPWA 関連の研究を

実施した。 
・昨年度の研究成果を冊子にまとめ配布するとともに公開の講演会（オンライ

ン）を開催した。 
(イ) 項 
・プロジェクト型の予算を昨年度の結果等を考慮して配分した。 

 

（ウ）地域からの技術的な問い合わせに対して、教員の知見を活か
した技術的な指導を行う。 

（エ）特許等知的財産の活用促進については、産業利用の可能性を
充分見極めるとともに、登録後は幅広く地域・社会で活用され
るよう努める。 

 

産 学 連 携 セ ン
ター（地域連携
研究開発機構/
地 域 連 携 総 合
センター） 
 

《2021 年度・年度計画》 
（ウ）項 
・コーディネーター内で担当業務を割り当てることで、業務内容の専門性を

高めるとともに、地域からの相談に対し、ニーズに応える研究を推進して
いく。 

（エ）項 
・昨年度より受入れている（独）工業所有権情報・研究館からの知財アドバイ

ザーについて、2021 年度も継続予定である。 
 引き続き知財の事業化推進について支援を受けえるとともに、支援体制づ

くりのアドバイスを受ける。 

【2021 年度・年間実績】 
（ウ）項 
・コーディネーター内で知財・特許担当、外部資金担当，地域企業との連携担当

等の役割が以前より明確になってきており、スピード感を持った産学連携体制
の構築が図れている． 

（エ）項 
・昨年度より受入れている（独）工業所有権情報・研究館からの知財アドバイザ

ーについて、2021 年度も継続して知財の事業化推進について支援を受けえると
ともに、支援体制づくりのアドバイスを受けている． 

 

 ウ 競争的外部資金の獲得の
推進 

ウ  競争的外部資金の獲得の促進  ウ  競争的外部資金の獲得の促進 ウ  競争的外部資金の獲得の促進  

2-4 研究競争力を高めるために、
様々な団体からの受託研究や
外部資金の獲得のための取組
を行う。 
 

研究競争力を高めるため、科学研究費補助金等の競争的研究資金
の獲得の促進に努め、さらに JST（科学技術振興機構）、NEDO（新
エネルギー・産業技術総合開発機構）、総務省（戦略的情報通信研
究開発推進制度：SCOPE）等、国の関連機関等からの受託研究を
増やす取組みを強化する。 
 

研究科（地域連
携 研 究 開 発 機
構） 

《2021 年度・年度計画》 
・昨年度からの施策を継承して、競争的外部資金獲得に向けた活動を一層強

化する。具体的には、 
・科学研究費獲得のため、積極的に情報提供をし、獲得に成功した申請書を

学内で閲覧できるようにするとともに申請書を学内の第 3 者がコメントす
る。加えて国が重点研究分野としている研究テーマを周知する。 

・競争的外部資金の獲得件数向上のための情報提供、応募時の支援を行う。 
・AI の公開講座において技術指導等の可能性を探る。 
・科学研究費獲得数増加のため、昨年同様、獲得に成功した申請書（本人の了

承分）を学内で公開するとともに申請書を第 3 者がコメントするようにする。
また、一部について第 3 者のコメントを複数人にからのコメントとする。 

・競争的外部資金の獲得件数向上のための情報提供、応募時の支援を行う。 
・AI の公開講座において受講者用の技術指導等の窓口を設ける。 

【2021 年度・年間実績】 
・先端研究および地域貢献の更なる強化に向けて、学内にローカル 5G システムを

導入する計画において、一般競争入札のための技術仕様書を作成し、装置納入／
設置業者を落札した。 

・科研費の獲得件数については、目標値 15 件に対し 13 件と目標値以下であった
が、前年度実績と同数を得ている。 

・受託研究費の件数については、公募によるものと公募によらないものの合計 15
件の目標値に対して 21 件と大きく目標値を上回った。 

・共同研究数では、目標値 25 件に対して 26 件と目標値を達成した。 
・非競争的な研究助成金獲得件数として、目標値 15 件を上回る 17 件であった。 
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 エ 他大学との共同研究のさ
らなる推進 

エ  他大学等との共同研究のさらなる推進  エ  他大学等との共同研究のさらなる推進 
 

エ  他大学等との共同研究のさらなる推進 
 

 

2-5 東京理科大学を始めとする他
大学との共同研究を充実させ
る。 
 

（ア）東京理科大学との連携を一層充実させると共に、実現可能な
協力分野を拡大 
させる。 
（イ）研究成果の報告・発表の機会を拡充する等、教員と学外の研
究者・企業技術者等との交流活動を推進する。 
（ウ）若手研究者の視野を広げるため、企業等学外での研修を促進
する。 

地 域 連 携 研 究
開発機構/産学
連 携 セ ン タ ー
（研究科） 
 
 

《2021 年度・年度計画》 
・順調にいっているので昨年度とほぼ同様以下のことを行う。 
（ア）項 

・他大学等との共同研究へのインセンティブを高めるため、プロジェクト予
算配分において他大学等との共同研究を重視する。 

（イ）項 
・地域連携研究開発機構の各部門に学会等への発表のため、予算を配分す
る。 

（ウ）項 
・若手研究者を主な対象とする企業等の見学会などをオンラインで企画し、

地元企業への理解を深める。 

【2021 年度・年間実績】 
（ア）項 
・他大学との共同研究が目標以上に行われた。 
（イ）項 
・地域連携研究開発機構の各部門に学会等への発表のための予算配分は機構内の

予算で賄った。 
（ウ）項 
・若手研究者を主な対象とする企業等の見学会はできていないが，外部資金を得

るためのオンラインでの企画を JST 中心に行っており，今後は地元企業への理
解を深めた上での戦略について検討した。 

 

 

 （２）研究の実施体制等に関す
る目標 

（２）研究の実施体制等に関する目標を達成するためにとるべき
措置 

 （２）研究の実施体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 

（２）研究の実施体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 

 

 ア 研究実施体制の整備 ア 研究実施体制の整備  ア 研究実施体制の整備 ア 研究実施体制の整備  
2-6 地域産業界等のニーズに応

え、先進的なイノベーション型
研究及び実用型研究を推進す
るため、「地域連携研究開発機
構」を設置する。 

地域連携研究開発機構に複
数の研究部門を設置し、地元企
業等から寄せられる研究開発
課題に応える研究を推進する。 

（ア）地域産業界等のニーズに応えるとともに先進的なイノベー
ション型研究を推進するために、地域連携研究開発機構を設置す
る。 

地域連携研究
開発機構 

（2018 年度で当該機構の設置完了） 
 

  

（イ）地域連携研究開発機構には、研究を効率的に実施し、かつ時
宜を得た研究活動を可能とするための研究部門を設置する。 
（ウ）研究部門には設置期間を設け、3 年経過後に中間評価、5 年
経過後に研究成果を評価して、必要に応じて改編を行う。 
（エ）地域連携研究開発をはじめとする研究活動には、大学院生を
積極的に参加させ、研究の推進を図るとともに大学院生の実践的
教育に資する。 

地域連携研究
開発機構 

《2021 年度・年度計画》 
（イ）項 中期計画を達成したので立案せず。 
（ウ）項 中期計画を達成したので立案せず。 
（エ）項 
・院生の増加により研究室の予算が不足する懸念があるので、昨年同様、大学

院生の研究成果を学会発表等に使える予算を配分する。 
（その他の項目） 
・オンラインによる AI/IoT 関連の講座（リカレント教育）を現在の 1 講座か

ら増加可能か検討し、可能なら体制を整備し実施する。 
・昨年試みに行い好評だった「みんなの AI プロジェクト」を充実させ、AI/

データ解析関連のソフトの公開を行う体制を整備し実施する。 
・昨年試みに行い好評だった「AI コンテスト」を行う体制を整備し実施す

る。 

【2021 年度・年間実績】 
（エ）項 
・大学院生の研究成果を学会発表等に使える予算を配分した。 
（その他の項目） 
・オンラインによる AI/IoT 関連の講座（リカレント教育）を現在の 1 講座の他に

「エッジ AI 自習用 e-learning 講座」を複数開講した。 
・「みんなの AI プロジェクト」を充実させ、AI/データ解析関連のソフトの公開

を行う体制を整備し、「パーソナル AI」として公開した。 
・AI コンテスト委員会を発足させ、今年度も「AI コンテスト」を実施した。 
 

 

 イ 研究支援体制の整備 イ  研究支援体制の整備  イ  研究支援体制の整備 イ  研究支援体制の整備  
2-7 研究活動の活性化を図るた

め、産学官金連携による取組や
研究経費の効率的な配分を行
う。 

また、大型競争的外部資金研
究、産学官金連携プロジェクト
研究、地域や大学からの起業を
支援する拠点づくりに取り組
む。 
 

（ア）産学官金連携研究支援組織の充実 
産学官金連携の研究支援について、産学連携センターを充実させ、
その機能を強化する。 
 

産学連携セン
ター 

《2021 年度・年度計画》 
・地域企業等に向けて、HP の産学連携センターの過去の成果事例を掲載する

ことを検討する。 
・産学官金連携のさらなる強化のために、大学内の研究成果や知的所有権の

有効活用に向け、知財活用強化について検討する。 
・（独）工業所有権情報・研修館からの知的アドバイザーの支援を受け、地元

企業との知財を活用した事業化について検討する。 

【2021 年度・年間実績】 
・地域企業等に向けて、HP の産学連携センターの過去の成果事例を掲載すること

を念頭に検討した。 
・産学官金連携のさらなる強化のために、大学内の研究成果や知的所有権の有効

活用に向け、優先プロジェクトテーマを選定する等，知財活用強化について検
討した。 

・（独）工業所有権情報・研修館からの知的アドバイザーの支援を受け、地元企業
との知財を活用した事業化について検討した。 

 

2-8～10 
 

（イ）学長裁量経費等を活用した研究支援の充実 
研究の活性化を図るため、学長裁量経費等を活用して、学内

共同研究や若手研究者の研究の取組に対する支援を充実する。 
（ウ）競争的研究の裾野拡大に向けた支援体制の確立 

研究競争力を高めるため、科学研究費補助金をはじめとする
競争的研究資金の申請、獲得を促進する支援体制を確立する。 

（エ）起業支援の推進 
ベンチャー企業及び既存企業の新分野への進出支援に関する

機能を充実させる。 

地域連携研究
開発機構 

《2020 年度・年度計画》 
（イ）項 
・学長裁量経費等を活用した研究支援をより効果的するため、審査体制の見

直しをはかる。 
（ウ）項 
・科学研究費補助金をはじめとする競争的研究資金の申請、獲得を促進する

ため、複数による助言を行う体制を確立する。 
（エ）項 
・社会人用のＡＩ/IoT 講座をオンラインで 2 講座開講できるように準備し実

施する。 
・「みんなの AI/データ解析プロジェクト」を実行する。 

【2021 年度・年間実績】 
（イ）項 
・学長裁量経費等を活用した研究支援をより効果的するため、審査体制および審

査項目を見直した。 
（ウ）項 
・科学研究費補助金をはじめとする競争的研究資金の申請、獲得を促進するた

め、複数による助言を行う体制とした。（一部の申請に対しては、通常のアドバ
イザーの他にその分野に近い教員をアドバイザーとして追加）。 

（エ）項 
・社会人用のＡＩ/IoT 講座をオンラインで開講した。もう 1 講座を「e-learning

講座」として開講した。 
・「みんなの AI/データ解析プロジェクト」を「パーソナル AI」として公開した。 

 

 ウ 研究環境の整備・拡充 ウ 研究環境の整備・拡充  ウ 研究環境の整備・拡充 ウ 研究環境の整備・拡充  
2-11 地域連携研究開発機構をは

じめとした様々な学内組織に
よる研究や、今後の新たな研究
分野への展開を見据えて、必要
な施設設備の整備を行う。 

 

産学官金の共同研究を促進する拠点施設等の整備・活用を図る。 
・地域連携研究開発機構の目標を達成するために必要な研究開発
スペースを順次整備し、汎用的な設備を準備して稼働させる。これ
らは、本学の研究シーズを活かしたベンチャー企業等を支援する
ため等にも活用する。 
・ 新たな技術課題に関する研究や先端的な研究を継続的に行うこ
とができるよう、研究施設や設備の計画的な整備や更新に努める。 
 

地域連携研究
開発機構 

《2021 年度・年度計画》 
・新 9 号教育研究棟の地域連携開発機構使用スペースの利用計画を立案す
る。 

【2021 年度・年間実績】 
・新 9 号教育研究棟の地域連携開発機構使用スペースの利用計画を立案し、実行

した。 

 



36 
 

 エ 研究活動の評価及び改善 エ  研究活動の評価及び改善  エ  研究活動の評価及び改善 エ  研究活動の評価及び改善  
2-12 研究活動の評価結果を教員

に適時フィードバックし、教員
の処遇に反映するなど、研究活
動に対する評価体制を整備し、
研究の質の向上を図る。また、
研究倫理の徹底等、研究活動の
適正な実施に向けた体制を確
立する。 
 

（ア）研究活動の評価体制  
教員評価制度（p8、１（２）イ（イ））の評価項目にある研究活動
項目の 
値及び外部の意見を基に評価する。 
 

教員業績評価
委員会/教員業
績評価実施委
員会 

《2021 年度・年度計画》 
・2020 年度教員評価を実施してわかった研究業績評価法の問題点についての

改善案を実施する。 
・2021 年度の教員評価を実施し、その課題について、ある場合は改善案を作成

する。 
・学外者が含まれる教育研究審議会で改善案を審議する。 

【2021 年度・年間実績】 
・7 月に教員業績評価委員会を実施して、今年度の評価方針を定めた。 
・2020 年度の教員業績評価に関して、本学の規模に併せて研究分野の評価方法を  
 学問別(8 分野)から学科等別(2 分野)に変更した。 
・教育分野の大学院生の教育指導と授業改善について被評価全員より聞き取りを 
 行い、実態に即した評価をすることとした。 
・学外者が含まれる教育研究審議会で改善案を報告し意見をもらうこととした。 

 

2-13 （イ） 競争的学内研究費の審査・評価体制の整備 
学内の競争的プロジェクト研究資金について、審査評価体制を整
備する。 

地域連携研究
開発機構 

《2021 年度・年度計画》 
・現在の審査評価体制を変更し、多数の審査委員で審査評価するようにし、

より適切な予算配分をする。 

【2021 年度・年間実績】 
・現在の審査評価体制を変更し、申請者に直接関連しない複数の審査委員で審査

評価するようにした。 

 

2-14 （ウ）研究倫理の徹底、不正行為防止に向けた体制の充実 
研究活動が適正に実施されるよう、研究倫理の徹底に努めるとと
もに、不正行為の防止に向けた体制の充実を図る。 
 

研究活動コン
プライアンス
推進委員会 

《2021 年度・年度計画》 
・前年度に引き続き、e-ラーニングを利用したコンプライアンス教育の実施率

100％を維持し、研究の不正防止の研究倫理教育を徹底して実施する。 

【2021 年度・年間実績】 
・本年度対象の e-ラーニングを利用したコンプライアンス教育の実施率は 100％

であった。 
・人を対象とする医学系研究実施者への倫理教育についても e-ラーニングで実施

できる体制を整えた。 
・コンプライアンスガイドブック（別冊含む）の改訂版を発行した。 

 

 ４ 地域産業・文化の振興及び
知的資源の社会還元に関する
目標 

３ 地域産業・文化の振興及び知的資源の社会還元に関する目標
を達成するためにとるべき措置 

 ３ 地域産業・文化の振興及び知的資源の社会還元に関する目標を達成するた
めにとるべき措置 
 

３ 地域産業・文化の振興及び知的資源の社会還元に関する目標を達成するために
とるべき措置 
 

 

  自治体や経済団体等との各種審議会や委員会、研修会等への教職
員の積極的な参画を図る。 

    

 （１）地域社会との連携・協力
体制等に関する目標 

（１）地域社会との連携・協力体制等に関する目標を達成するため
にとるべき措置 

 （１）地域社会との連携・協力体制等に関する目標を達成するためにとるべき
措置 
 

（１）地域社会との連携・協力体制等に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 

 

 地域と大学との連携を行うた
めの総合窓口として「地域連携
総合センター」を設置する。地
域連携総合センターには、「産
学連携センター」、「生涯学習セ
ンター」、「高大連携センター」
を設置し、地域との連携を図
る。また、地域連携活動におけ
る各種委員会等への大学人材
の派遣を通して、教職員の積極
的な地域活動への貢献を推進
する。 

地域社会とのさまざまな連携及び支援等を統括し、推進する窓口
組織として「地域連携総合センター」を設置し、その配下に「産学
連携センター」、「生涯学習センター」、「高大連携センター」を設置
する。地域連携総合センターは、地域社会で開催される各種企画に
おいて、地域社会から期待され、また、本学の知見等が活かせるも
のについては、積極的に地域と連携し、学生・教職員の参加を募り、
大学として参加し、地域との交流を推進する。加えて、諏訪圏内各
市町村の施設を活用して、地域社会との連携を深める。 
 

    

 ア 産学連携センターによる
産学官金連携 

ア 産学連携センターによる産学官金連携  ア 産学連携センターによる産学官金連携 
 

ア 産学連携センターによる産学官金連携 
 

 

  地域連携総合センターの統括する「産学連携センター」において、
産学官金連携による共同研究や技術支援、交流活動等を推進する。 

    

3-1 「産学連携センター」におい
て、コーディネーターを配置
し、多くの関係機関や企業と連
携して、新事業・新技術の創出
の促進や経営革新活動の推進
を通して、地域への貢献を図
る。 
 

（ア）大学の研究シーズと企業ニーズのマッチング促進 
a 「産学連携センター」の専門コーディネーターによる技術相
談やコンサルティング活動を推進する。 
b 大学の研究シーズと企業ニーズのマッチングを促進し、具
体的な研究開発案件については「地域連携研究開発機構」と連
携し研究機能を充実させ、学士課程や大学院課程における卒業
論文・修士論文テーマにもつなげる。 

産学連携セン
ター（地域連
携研究開発機
構・地域連携
総合センタ
ー・工学部・
研究科） 

《2021 年度・年度計画》 
・コーディネーターによる企業ニーズの聞き出しを行うことで、企業が抱え

る課題を明確化し、産学連携の可能性を探る。 
・研究開発の案件については「地域連携研究開発機構」としての受入を促進

し、引き続き地域からの要望について、卒業論文や学位論文のテーマとの
連携を検討する。 

【2021 年・年間実績】 
・学外のイベント等にコーディネーターが参加し，企業ニーズの聞き出しを行っ

ている．今後は，企業が抱える課題を明確化し、意見交換を活発に行うことで
産学連携の可能性を探った。 

・研究開発の案件については「地域連携研究開発機構」としての受入を促進し、
共同研究費等の間接経費の使い方を明確化し，学生のリサーチアシスタント制
度等についても検討を行い、卒業論文や学位論文のテーマとの連携を検討し
た。 

 

3-2 （イ） 産学官金連携による交流活動やネットワークの強化 
a 民間機関等に対する技術相談、委託研究・共同研究の推進及び
支援、講演会・セミナーの企画及び開催等を積極的に推進する。 
b NPO 諏訪圏ものづくり推進機構、茅野・産業振興プラザ、テ
クノプラザおかや、ものづくり支援センターしもすわ、長野県
テクノ財団、長野県工業技術センター精密・電子・航空技術部
門、八ヶ岳中央農業実践大学校、岡谷技術専門校等の各種団体・
機関等とのネットワーク体制の強化を図るとともに、企業と大
学の相互理解を深める取組みや、地域企業の技術力向上や人材
育成に資する各種セミナーの開催、研究成果の報告セミナーの
開催、企業人と本学教員によるテーマ別研究会等、産学官金の
交流の場を積極的に提供するとともにその交流を促進する。 
c 産学官金連携の協力推進に関わる協定を本学と締結している

産学連携セン
ター（地域連
携研究開発機
構・工学部） 
 

《2021 年度・年度計画》 
・コーディネーターが参加する会議等の活用、協定先との連携、交流を深め

る。    
・本学と協定を結んでいる自治体等とのネットワークの強化を図るため、技

術相談の受入や産学官金の交流の場を促進する。 
・諏訪信用金庫コーディネーター研修等を引き続き実施し、地域企業からの

課題の吸い上げに努める。 

【2021 年度・年間実績】 
・コーディネーターが参加する会議等の活用、協定先との連携、交流を深めた。 
・本学と協定を結んでいる自治体等とのネットワークの強化を図るため、技術相

談の受入や産学官金の交流の場をさらに促進した。 
・諏訪信用金庫コーディネーター研修等を引き続き実施し、地域企業からの課題

を整理し戦略を立てた。 
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諏訪信用金庫や商工中金諏訪支店等の職員に対する地域連携コ
ーディネータ研修を実施し、連携して地域企業に対する技術・
経営個別相談を促進する。 

3-3 （ウ）産学官金連携による研究の促進 
企業等との共同研究や奨励助成金による研究を推進するとと

もに、JST や NEDO 等の公的機関からの大型の外部資金研究に
チャレンジするための支援体制を強化する。  

地域連携研究
開発機構（地
域連携総合セ
ンター） 

《2021 年度・年度計画》 
・昨年同様、コーディネーターの活動により、県内外の企業との共同研究を促

進し、JST や NEDO 等の大型外部資金研究に関する昨年度効果のあった体
制を継続して教員からの相談等に対応する。 

・公開講座開催時に受講者が技術相談等を申し込む窓口を明示し、産学官金
連携を促進する。 

【2021 年度・年間実績】 
・コーディネーターの活動により、県内外の企業との共同研究を促進し、JST や

NEDO 等の大型外部資金研究に関する昨年度効果のあった体制を継続して教員
からの相談等に対応した。 

・公開講座開催時に受講者が技術相談等を申し込む窓口を明示した。 

 

3-4 （エ）産学官金の共同研究を促進する拠点施設等の整備・活用 
競争的外部資金研究や産学官金連携プロジェクト研究、本学

の研究シーズを活かしたベンチャー企業等を支援するインキュ
ベーション機能を発揮できるための研究拠点等の施設整備を検
討する。 

地域連携研究
開発機構 

《2021 年度・年度計画》 
・昨年度、茅野市からの受託事業が終了となったが、本年度からは地域連携研

究開発機構の事業として発展させるため、担当特任教授等の継続雇用および
特任准教授の採用を実施する。 

・新 9 号館の地域連携開発機構に割り当てられるスペースの有効利用計画を立
てる。 

【2021 年度・年間実績】 
・茅野市からの受託事業が終了となった研究開発について、本年度からは地域連携

研究開発機構の事業として発展させるため、担当特任教授等の継続雇用および特
任准教授を採用した。 

・新 9 号館の地域連携開発機構に割り当てられるスペースの有効利用計画を立て
実施した。 

 

 

 イ 生涯学習センターによる
地域との連携 

イ 生涯学習センターによる地域との連携  イ 生涯学習センターによる地域との連携 イ 生涯学習センターによる地域との連携  

  地域への生涯学習の支援として、「生涯学習センター」において、
地域からの要望や大学からの積極的な企画立案を基に、公開講座
やセミナー、イベントを開催し、地域住民への公立大学としての教
育支援を深めていく 

    

3-5 「生涯学習センター」におい
て、地域の生涯学習支援を積極
的に進める。 

（ア）生涯学習支援の強化 
a 小学生に理科への興味・関心をもたせるため、「生涯学習セン
ター」の主催事業であるサイエンス夢合宿を引き続き実施する。 
b 小学生からシニアまでの幅広い層にわたって実施している出
前講座を充実し、新たな学び、あるいは学び直しのニーズに応
えていく。 
c 地域に対してより開かれた大学となるため、公開講座を実施
する。 
d 地域住民、社会人、シニア層、別荘居住者等への生涯学習支
援と、それらの人々の知見・スキルの活用の双方向の関わりに
より、大学をより身近に感じてもらうとともに、様々な立場で
の大学への参画を促進する。大学内での施設利用や、大学施設
の地域社会への積極的な開放等、生涯学習に対する支援の充実
に努める。 

生涯学習セン
ター 
 

《2021 年度・年度計画》 
・「サイエンス夢合宿」について、オンラインでの実施を目指し検討を行った

が、トラブル時の対応やネットワーク回線の有無により機会均等が確保で
きない等の問題があることから、実施を断念し、「出前授業」に注力する。 

・「出前授業」については、原則遠隔配信での対応とし、新型コロナウイルス
感染症の拡大状況によっては、感染が少ない地域に限定し、感染防止に十
分配慮しながら対面での実施を目指す。 

【2021 年度・年間実績】 
・「出前授業」は、対面式で 9 件、遠隔式で 17 件実施し、合計 26 件に達した。(3

月実施予定 3 件を含む。) 本年度目標であった 10 件を大幅に上回ることができ
た。 

・「出前授業」の後期実施分申し込み数も目標を大幅に上回っており、既に 15 件
も受け付けている。さらに、遠隔式で実施する場合の本学からのサポート機材
として、貸し出し用プロジェクターを購入した。これにより、通信回線とスク
リーン(あるいは大きな白い壁)さえあれば、実施会場を構築できることになっ
た。 

・これまで中学生を対象とするイベントが企画されてこなかったが、「生涯学習セ
ンター」として他大学での実施状況を調査し、本学での実施可能性について検
討した。「出前授業」の内容を工夫するだけでも十分であることがわかり、その
他の学内行事に支障が無い時期に設定できれば実施可能であるという結論を得
た。 

 

 ウ 高大連携センターによる
教育機関との連携 

ウ 高大連携センターによる教育機関との連携  ウ 高大連携センターによる教育機関との連携 ウ 高大連携センターによる教育機関との連携  

3-6 「高大連携センター」におい
て、県内を中心とする高等学校
と連携して、高等学校教育と大
学教育との円滑な接続と移行
ができるような取組を行い、地
域で必要とされる人材を育成
する。 
 

「高大連携センター」を中心に、各高等学校と連携して、高校生の
工学への興味・関心・意欲を高めるための活動を多面的・総合的に
実施する。具体的には、高等学校への出前授業、オープンキャンパ
ス、連携授業、連携研究、高校生の大学でのインターンシップ、夏
期休暇期間等を利用した高校生向けのサイエンスプログラム等の
取組を推進し、高校生に大学で学ぶ意欲を向上させる。 
 

高大連携セン
ター 

《2021 年度・年度計画》 
・引き続き「高大連携実習」を実施する。感染症の状況を鑑み、オンラインで

の実習を積極的に導入する。これまでは県内工業高校との連携実習が主であ
ったが、今後は県内外の普通科高校との連携も模索し、実現を図る。 

・2020 年度実施できなかった高大連携協定校との情報交換会を開催する。開催
方法は感染症の状況を鑑み、対面実施か遠隔実施かを検討する。これにより
協定校との連携をさらに促進し、合同で「高校生によるポスターセッション」
を実施するなど、新規事業の開拓に取り組んで行く。 

・引き続き、高大連携合宿「サイエンス体験プログラム in SUWA」を実施し、
模擬授業や大学見学なども含め、積極的に取り組んで行く。コロナ後のリモ
ート授業スタンダード化の潮流を鑑み、2020 年度実施したようなオンライン
講座も積極的に取り入れる。その結果、高校生に対し、高校の学びが大学で
の授業、実験実習、研究にいかに活かされるか、理解してもらうように取り
組んで行く。 

・引き続き、県の教育委員会が推進している県内高大連携事業プロジェクトや
その他の取り組みに対して協力し積極的に参加、実行していく。 

【2021 年度・年間実績】 
・高大連携協定校との情報交換会をリモートにより開催した。２年ぶりの開催と

なり、各校と有意義な意見交換が行われた。４月の開催ではリモートの方が都
合良いとの意見も聞かれた。 

・高校生によるポスターセッションなど、新規事業の開拓について検討した。 
・協定校（岡谷工、池田工、長野工（２件））および地域高校（諏訪清陵、東海大

諏訪）と、高大連携実習を６件行った。 
・高校より依頼のあった模擬講義を６件（長野工、飯山（２件）、伊那弥生ヶ丘
（２件）、木曽青峰）を実施した。 
・その他、工業高校学習合宿（KKG）、サイエンスキャンプ審査員、課題研究発表

会や高校評議員会などで 16 件実施した。 
・高大連携合宿「サイエンス体験プログラム in SUWA」を実施した。 
 

 

 エ 他の高等教育機関等との
連携 

エ  他の高等教育機関等との連携  エ  他の高等教育機関等との連携 エ  他の高等教育機関等との連携  

3-7 県内を中心とする他の高等
教育機関及び職業能力開発施
設との連携を推進する。 

信州大学等の県内大学との連携を図るため、県内高等教育機関
で構成する「高等教育コンソーシアム信州」に参加するほか、長野
県南信工科短期大学校や岡谷技術専門校等の職業能力開発施設と
の連携を推進するなど、幅広い分野での連携活動を行う。 

工学部/高大連
携センター
（研究科） 

《2021 年度・年度計画》 
・信州大学の技術相談会との連携を進めるととともに、他大学との連携、関連

教育機関との連携については、必要に応じて検討していく。 
・「高等教育コンソーシアム信州」に引き続き参加し、遠隔システムを利用した

連携を行っていく。 

【2021 年度・年間実績】 
・本学が実施した AI コンテストに県工科短期大学校、南信工科短期大学校の教員

学生が参加した。 
・「高等教育コンソーシアム信州」に引き続き参加し、遠隔授業による単位互換等

を行った。 
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 （２）地域産業・文化の振興に
関する目標 

（２）地域産業・文化の振興に関する目標を達成するためにとるべ
き措置 

 （２）地域産業・文化の振興に関する目標を達成するためにとるべき措置 （２）地域産業・文化の振興に関する目標を達成するためにとるべき措置  

 ア 地域課題解決への貢献 ア 地域課題解決への貢献  ア 地域課題解決への貢献 ア 地域課題解決への貢献  
3-8 地域連携総合センターを中

心に、地域の自治体、各種団体、
企業等との連携を行うなど、地
域課題解決に対する全学的な
取組を強化する。 

地域自治体等から依頼がある各種審議会・委員会等への参画要
請に対して、大学の知見を活かして積極的に対応する。また、上川
アダプトプログラム等のボランティア活動への参加や学生のチャ
レンジプランの取組や、「地域連携課題演習」等を通じ、地域課題
解決に向けて、学生の取組の強化を図る。 

地域連携総合
センター 

《2021 年度・年度計画》 
・組織的なチャネルを持たない多くの学生へ、学内教育 WEB コンテンツサー

ビス SOLA システムを通しての情報提供、機会提供を強化し、学生のキャ
リア形成に有益な案件については、募集活動を積極的に実施する。 

・「初年次導入教育」等で地域連携事業への参加する意義について周知すると
ともに、学生が参加しやすい内容の調整を行う等に努める。 

【2021 年度・年間実績】 
・学内で募集を行う地域と連携した課外活動については「SOLA システム」へ掲

載しており、全学生が閲覧できる状態である。 
・地域連携事業へ参加する意義について、「初年次導入教育」にて、実際に現在も

活動を行っている「身近な水環境全国一斉調査」や「IoT・AI－DX コンテス
ト」、「VR プロジェクト」等の事例紹介と共に周知した。その後、水質調査活動
には５名の参加があり、信州大学の学生たちと共同の調査活動の実施に至っ
た。DX コンテストについては 12 名の学生から応募があり、その後年度末ま
で、９名の学生が活動を継続した。 

 

 イ 地域とのネットワーク体
制の強化 

イ 地域とのネットワーク体制の強化  イ 地域とのネットワーク体制の強化 イ 地域とのネットワーク体制の強化  

3-9 地域課題の解決や地域との
連携を促進するために、地域連
携総合センターを中心に地域
と大学とを結ぶ実働的なプラ
ットフォームを構築し、地域産
業・文化の振興に貢献する。 

地域連携総合センターを主体として、産学官金の連携交流活動の
促進、自治体、経済団体、企業、NPO 法人との連携強化等、地域
とのネットワーク体制を構築する。加えて、地域に広く開かれた大
学として、また、大学の有する知的拠点としての図書館を地域の
人々が利活用できる環境を整備する。 
 

地域連携総合
センター 
 

《2021 年度・年度計画》 
・地域の各種団体等との情報交換をこれまで以上に頻繁に実施し、多くの案

件が大学（特に学生の活動）につながるように、センターとしての活動を
強化する。 

【2021 年度・年間実績】 
・「身近な水環境全国一斉調査」や「IoT・AI－DX コンテスト」、「SUWA デザイ

ンプロジェクト」の実施等、地域の各種団体や企業との情報交換を行う事によ
り、新たな学生参加プロジェクトを創出することができた。環境調査は、6 月
に信州大学の学生らと共同で調査を行うに至った。DX コンテストは、諏訪健
ものづくり推進機構の協力のもと、協力企業への学生訪問の機会創出につなが
った。 

・地域連携課題演習のテーマ設定では、本年度テーマ「地域の DX 推進」に関し
て、茅野市役所企画課と茅野商工会議所の DX 担当者と打ち合わせを行い、そ
れぞれの部局が取り組む現状を学生に講演していただいた。その影響もあり、
学生たちは授業で市役所、商工会議所へ相談にいく等の活動につながった。 

 

図書館 《2021 年度・年度計画》 
・茅野市図書館とは相互に所蔵本の紹介を行うなど定期的な打ち合わせを設

定し、更なる連携を検討する。 
・地域の方が大学の本を借りやすくするため大学図書館と茅野市図書館との

連携協力に関する協定の連携事項「図書館資料の相互貸借」を周知する 
・地域企業との連携を図るため、外部者利用可能となり次第、アンケート等

で外部利用者のニーズを調査し、図書購入に反映させる。 

【2021 年度・年間実績】 
・大学図書館の一般者利用実績は外部利用者入場不可であったため実績なしとな

った。 
・大学図書館と茅野市図書館との連携協力に関する協定の連携事項「図書館資料

の相互貸借」を周知したが、コロナ禍であり外出制限等の影響で、利用はなか
った。 

 

 

 ウ 地域への優秀な人材の供
給 

ウ 地域への優秀な人材の供給  ウ 地域への優秀な人材の供給 ウ 地域への優秀な人材の供給  

3-10 地域の活性化や産業振興を担
うことができる高度な専門的
知識を習得した有為な人材を
地域及び県内へ輩出して、その
定着を進め、産業の振興に資す
る。 
 

（ア）インターンシップ等を通じた交流の促進 
国内及び海外インターンシップの充実、共同研究や受託研究等へ
の学生参加の促進等、地域企業や研究機関との交流を深める。 
 

キャリアセン
ター/地域連携
総合センター
（国際交流セ
ンター・地域
連携研究開発
機構） 

《2021 年度・年度計画》 
・キャリアセンターの就職支援事業としてのインターンシップの実施と、参加

者の増加。また、参加学生からのフィードバックにより、学生の意識づけを
強める。学生からの報告方法を検討し、インターンシップの参加状況の把握
を強化する。 

【2021 年度・年間実績】 
・新型コロナウイルス感染症の影響により、延べ 209 名が国内インターンシップ

に参加、参加者のうち 75％はオンラインで参加した。 
・インターンシップ参加先の登録をフォームでの提出とし、学生負担の軽減及び

活動状況把握を強化した。 

 

3-11 
 

（イ）県内に就職した卒業生とのネットワークの構築 
同窓会との連携により、県内の企業や諸機関等に就職した卒業生
とのネットワークの構築を図る。 
 

工学部（地域
連携総合セン
ター） 

《2021 年度・年度計画》 
・公立大学の完成年度を迎え、公立大学の卒業生も含めて同窓会役員の選出

を行う。 
・同窓会のホームページにおいて、行事等の紹介を行う。 

【2021 年度・年間実績】 
・コロナ感染が拡大している状況の中で、同窓会の活動については実施ができて

いない状況である。感染収束後の活動を検討した。 

 

3-12 
 

（ウ）キャリアセンター事業の強化・充実 
a 県内企業への就職率向上に向け、学内の就職幹事およびキャリ
アセンター担当事務職員の資質を向上させ、県内出身学生の県内
への就職と、県外出身学生と保護者に対する長野県の魅力発信、県
内企業の魅力発信等の取組みの充実を図る。 
b 学生就職支援に関わる県内関係機関との連携を密にし、各種就
職ガイダンス等への学生の積極的な参加を促進する。  

キャリアセン
ター（教務・
学生支援課） 

《2021 年度・年度計画》 
・1 年次の授業「初年次導入教育」において、本学が加盟している一般社団法

人中部経済連合会（長野・岐阜・静岡・愛知・三重の中部５県を活動エリア
とする広域的な総合経済団体）の企業人材プールを利用し、低年次からキャ
リアを考えるきっかけとなる「キャリア形成講座」開講する。 

・信州産学官連携インターンシップ事業を利用したインターンシップについ
て、単位認定型「インターンシップ」として進め、学生の利用を促進する。 

・企業等との就職情報交換会に参加し、企業との連携を密にする。 

【2021 年度・年間実績】 
・本学が加盟している一般社団法人中部経済連合会の企業人材プールを利用し、

富士通 Japan 株式会社、株式会社豊田自動織機を講師に招き、「初年次導入教
育」において「キャリア形成講座」を開講した。新型コロナウイルス感染症の
影響でオンラインでの実施となったが、学生アンケートでは 95.4％（富士通
Japan）、95.8％（豊田自動織機）が満足(とても満足している、まあ満足してい
る)という結果になった。 

・信州産学官連携インターンシップ事業を利用し，国内事業所 8 社に対して 9 名
が参加した。 

・企業との情報交換会へ積極的に参加をした。オンラインでの実施が大半とはな
ったが、出身者が多いエリアとの連携を図ることができた。 

 
 

 

 5 大学の教育研究及び法人
経営の体制・環境整備に関する
目標 

４ 大学の教育研究及び法人経営の体制・環境整備に関する目標
を達成するためにとるべき措置 

 ４ 大学の教育研究及び法人経営の体制・環境整備に関する目標を達成するた
めにとるべき措置 

４ 大学の教育研究及び法人経営の体制・環境整備に関する目標を達成するために
とるべき措置 

 

 （１）業務運営の改善及び効率 （１）業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するために  （１）業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 （１）業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置  
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化に関する目標 とるべき措置 
 ア 組織運営の改善の取組 ア 組織運営の改善の取組  ア 組織運営の改善の取組 ア 組織運営の改善の取組  
4-1 (ア) 公立大学法人（以下、「法

人」という。）における経営の
責任者である理事長と、大学の
教育研究の責任者である副理
事長（学長が兼務）が、それぞ
れにリーダーシップを発揮し、
迅速かつ適切な意思決定が行
える組織体制を構築する。 
(イ) 学外から経営感覚に優
れた人材や社会のニーズを捉
えることのできる人材を経営
組織に登用するとともに、教職
員に法人組織の一員であるこ
とを自覚させ、法人の自立的な
運営を支える人材として育成
し、常に大学の変革を意識した
運営を行う。 

(ア)公立大学法人の理事長及び副理事長（学長が兼務）が迅速な意
思決定のもとリーダーシップを発揮することができるよう、公立
大学法人の各機関（理事会、経営審議会、教育研究審議会）の役割
分担を明文化し、各機関で共有する。 
(イ)経営審議会及び教育研究審議会は、委員として学外の有識者を
登用する等、常に大学の発展のための提言を与える機関として組
織する。  
 

総務課 《2021 年度・年度計画》 
・理事長、学長が経営と教育研究それぞれの分野での迅速な意思決定ができ

ることはもちろん、双方の側面から組織の発展、変革につながる運営を行
えるような体制を構築する。 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止を推し進めつつ、効率的かつ効果的な
各機関(理事会、経営審議会、教育研究審議会)の運営を行う。 

・規則、規程に定められた内容を順守しつつ、IT を活用した資料の作成、通
知、伝達、公表を更に進める(ペーパーレスや署名捺印の扱いなど)。 

【2021 年度・年間実績】 
・理事会、経営審議会及び教育研究審議会は昨年に引き続き、遠隔会議で実施し

ており、出席率は昨年同様高い状況にある。 
・期中における委員の改選が複数件あったが、スムーズな引き継ぎができた。 
・学内外に向けた案内や開催通知など従来定型で郵送していた文書は、メールを

利用してペーパーレス化、捺印の省略等につなげ、スムーズな組織運営に努め
ることとした 

 

(ウ) 教職員が個性と能力を
最大限に発揮しうるできる限
り定量的な人事評価制度を導
入し、公平公正な人事評価を実
施して、人材の処遇・配置に繋
げる。 

(ウ)正当な評価に見合った給与等の支給のためにも、また、人材育
成のためにも、教職員の業績評価方法について見直しを検討する。
人事評価については、できる限り定量的な評価の可能なポイント
制による評価制度の導入等を検討する。 

総務課 《2021 年度・年度計画》 
・教員業績評価は 2021 年度で 3 回目の実施となる。過去 2 年の実績を踏ま

え、教員業績評価の方法について見直しを行う。 
・事務職員の人事評価も評価方法を見直し、事務職員の昇格試験を実施す
る。 
・派遣職員を含めた事務部の人材配置変更。 
・2020 年度に引き続き事務職員の障がい者の雇用を進めていく。 

【2021 年度・年間実績】 
・(教員業績評価)教員の業績評価は周知、情報収集の時期を 1 カ月早め、集計と

チェック等の時間を大幅に増やした。 
・研究分野の評価方法を学問別(8 分野)から学科別(2 分野)に変更し、より本学の

実態にあわせた。また、大学院生へ教育指導に関し各教員より詳細に確認、よ
り実態に近く、公平な評価となるよう努めることとした。 

・(職員)7 月より総合情報センターを設立し、専任の職員を採用、配置した。 
・産休、育休者の復帰を見据えた人員の配置を行った。 

 

 イ コンプライアンス遵守と
体制の整備 

イ コンプライアンス遵守と体制の整備  イ コンプライアンス遵守と体制の整備 イ コンプライアンス遵守と体制の整備  

4-2 (ア) 大学として社会に求め
られている研究及び管理運営
等に関する倫理・規範の遵守は
もとより、不正経理、不正論文、
ハラスメントの防止等、すべて
の教職員が高い意識を共有し
てコンプライアンスを厳守し、
そのための危機管理・自己管理
の充実・強化に取り組む。 
 

（ア）法令遵守徹底のための教育研修会の実施や、違反時の処罰規
程の明確化等を検討する。また、ハラスメント等を防止するため、
相談窓口の設置、教職員・学生に対する研修等啓発活動を推進す
る。 
 

総務課 《2021 年度・年度計画》 
・教職員向けのハラスメントの外部相談窓口の周知を継続する。 
・ハラスメントを防止するための教職員対象の啓発活動を推進する。 
・コンプライアンスに関する研修の内容を検討し、実施する。 
・新任教員に対して、コンプライアンス研修、研究倫理 e-learning を確実に実

施する。 
・研究倫理ガイドラインを周知徹底し、教職員の意識向上を図る。 
 

【2021 年度・年間実績】 
 (教員) 
・教員向けにハラスメント防止研修(遠隔研修)を、他大学で実際にあったハラス

メントの事例を参考に、当事者や組織に与える影響などをきいてハラスメント
を「しない」「受けない」「見過ごさない」意識する内容で実施した。また、こ
の研修会は、教員だけでなく職員も多く視聴した。 

・研究者行動規範や不正防止計画等のホームページ等での周知、研究倫理教育 
e-learning の受講を通じ、教員の研究倫理の意識向上に努めた。 

 (職員) 
・地方独立行政法人法にもとづいた本学のコンプライアンス遵守体制の整備に関

し、内部統制の勉強会を 3 回実施した。 
・勉強会の中で現在本学が危機管理、自己管理を充実、強化させるために必要な

ことは、各部署の業務の流れの把握と考えられることから、各課、各係におい
て業務マニュアル(業務手順書)の作成を進めることとした。 

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を制定し、本学のスタン
スを明確にさせ、教職員、学生に対する啓発活動を推進した。 

・既に配付しているコンプライアンスハンドブック及び別冊を刷新し、第 2 版を
作成した。 

 

4-3 (イ) 教育研究・業務運営にお
ける個人情報の保護等に関す
るセキュリティ体制を整備す
る。 
(ウ) 大学での突発的な事故、
災害等に対応する危機管理体
制を整備する。 

（イ）教育研究・業務運営における個人情報の保護等に関するセキ
ュリティ体制を整備する。 
 

総務課 《2021 年度・年度計画》 
・情報倫理ハンドブック等にもとづいた具体的な対応マニュアルを作成する。 
・教職員全員の個人情報の保護に対する意識を高めることを目的に、常に個

人情報の保護等に関する事柄について、ホームページや、学内のポータル
サイトなどを通じて情報発信し、本学教職員及び全学生、学外への周知徹
底を図る。 

【2021 年度・年間実績】 
・情報システムのセキュリティ強化のため総合情報センターを設置し、専門職員

を採用した。 
・新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした授業や研究活動の環境の整備

を進めるのにあわせて、シングルサインオン(SSO)を導入し本学で使用してい
るシステムを統合し、利便性を向上させるのと同時に個人情報の保護などセキ
ュリティ体制を整備した。 

・CMS 改ざん、Emotet、フィッシングメールに対する注意喚起について、教職員
対象にメールで配信した。 

 
 

 

 ウ 事務等の効率化・合理化の
推進 

ウ 事務等の効率化・合理化の推進  ウ 事務等の効率化・合理化の推進 ウ 事務等の効率化・合理化の推進  
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4-4 (ア) 効率的かつ効果的な事
務処理を目指し、教職員の資質
向上のための教育や研修等の
ＳＤ(スタッフ・ディベロップ
メント)※5 を実施する。 

(ア)学内外の研修への積極的な参加等の SD(スタッフ・ディベロ
ップメント）活動を行い、事務職員の専門性を高めていくととも
に、常に経営管理能力を身に付けるための育成計画を立てる。 
 

総務課 《2021 年度・年度計画》 
・2020 年度より継続して理事長と学長及び理事長と管理職による定例打合せ

を開催し、教職員全体で本学に関する情報共有を行う。 
・事務職員対象に担当している業務に活用できる専門性の高い研修を実施す

る体制を整える。また、遠隔で参加できる研修を積極的に活用する。 
・2021 年度は「公立大学法人等運営事務研究会」の幹事校となっている。研

究会の分科会で SD 関連の問題を発信し情報交換を行う。 

【2021 年度・年間実績】 
・(事務)本学は今年、私学から公立化した大学でつくる「公立大学法人等事務運

営研究会」の実施幹事校として、研究会の企画、運営を SD の一環ととらえ、
職員が積極的に取り組んた。。 

・引き続き理事長と学長、理事長と管理職による定例打合せを毎週実施、組織内
の情報共有をしっかり行うこととした。 

 

4-5 
 

(イ) 業務のスリム化・効率
化・迅速化及び事務処理の電子
化を一層推進するとともに、そ
のための情報基盤を整備する。 
 

(イ)定常的な業務については、原則的に人材派遣や外部委託等によ
る契約職員の登用を検討する。  
 

総務課 
 

《2021 年度・年度計画》 
・押印廃止、電子決裁導入、各種届出用紙の電子化等、DX プロジェクトワー

キンググループが決定する方針に従って、事務処理の電子化を推進する。 
・教職員がテレワークしやすい環境を整備する。 
・ DX プロジェクトワーキンググループの開催で、業務のスリム化につなが
るシステム整備を進める。 
 

【2021 年度・年間実績】 
・人事情報システムを導入し、給与計算、会計システムと統合ができないかにつ

いて検討していくこととした。 
・Office365 Teams のチャット機能を積極的に取り入れ、職員同士が円滑なコミ

ュニケーションを取れるようになり、業務の効率があがった。 
・入学式の様子をライブ配信、web オープンキャンパス、合同企業瀬悦明会な

ど、イベントのオンライン開催を積極的に行い、業務の効率化を進めた。 

 

4-6 
 

(ウ)効率的な事務処理のために、各種電算システムの適切な運用
と、業務情報の共有化を図り、例外のない統一したルール化および
マニュアル化等を推進する。 

財務課 
 

《2021 年度・年度計画》 
・リモートワークなど柔軟な働き方を実現するためのシステムの導入、及び

現システムを使用しての問題点を把握し、事務処理のためのより良い環境
構築を推進する。 

【2021 年度・年間実績】 
・リモートワークを行う仕組みはできているが、昨年度に導入した仕組みをその

まま利用している。1 月ごろからコロナ過で感染が増えてきたため、リモート
ワークの仕組みを利用した事務職員が増えたが、件数自体が少なく環境につい
ての見直しは現段階では不要と判断して行わなかった。 

 

 （２）財務内容の改善に関する
目標 

（２）財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措
置 

 （２）財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 （２）財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置  

 公的資金を財源とする運営
費交付金によって法人が運営
されることを十分に認識し、自
己収入の増加及び経費の抑制
に努める。 

     

 ア 外部研究資金等の獲得の
取組 

ア 外部研究資金等獲得の取組  ア 外部研究資金等獲得の取組 ア 外部研究資金等獲得の取組  

4-7 外部研究資金の獲得や科学
研究費補助金等の国の競争的
資金の獲得のために、組織体制
の整備を行う。 
 

(ア)産学連携センターを中心に、科学研究費補助金や受託研究費等
の外部研究資金に関する情報の収集、教員への広報や申請業務等
のために、専門員（産学連携コーディネータ）による支援体制を構
築する。 
 

総務課 《2021 年度・年度計画》 
・科学研究費補助金取得のため、過去に採用された出願書類の公開や出願書類

のチェックなど、申請業務等に対する支援を引き続き行う。 
・外部資金の公募情報についてはグループウェアに随時掲載し、情報公開に努

める。 
・産学連携コーディネーターが JST のマッチングプランナーと連携し公的資

金情報を入手する。 

【2021 年度・年間実績】 
・科学研究費獲得のため、積極的に情報提供（科研費獲得の参考書の貸し出し、

科研費獲得のオンライン講座のお知らせ、獲得に成功した申請書（本人の了承
分）の学内閲覧）をするとともに申請書を学内の第 3 者がコメントする予定。
また、一部について第 3 者のコメントを複数人にからのコメントする予定。加
えて国が重点研究分野としている研究テーマを周知した。 

・競争的外部資金の獲得件数向上のための情報提供、応募時の支援を行った。 

 

(イ) 公的機関の大型プロジェクト等に積極的に応募し、資金獲得
に努める。 

 
 

総務課 《2021 年度・年度計画》 
・共同研究や奨励助成金、公的機関からの外部資金研究に係る情報をグルー

プウェアに掲載し情報公開に努める 
・外部資金獲得のための申請書類整備等の支援を行う。 
・産学連携コーディネーターが JST のマッチングプランナーと連携し公的資

金情報を入手する。 

【2021 年度・年間実績】 
・共同研究や奨励助成金、公的機関からの外部資金研究に係る情報をグループウ

ェアに掲載し情報公開し、その問い合わせに対し対応した。 
・ＪＳＴのマッチングプランナーから競争的資金の情報を入手し、関係する教員

への紹介を行った。 

 

 イ 人件費等の抑制 イ 人件費等の抑制  イ 人件費等の抑制 イ 人件費等の抑制  
4-8 適正な活動に沿う教職員の採

用・配置、事務組織体制等の見
直し、定常業務の外部委託の活
用等を常に行い、人件費の抑制
に努める。 
また、省エネルギー・省資源化
を促進し、経費の抑制に努め
る。 
 

(ア)年次計画を基にして、毎年度、予算執行方針を作成し、厳格な
経費管理を実施する。 
 

財務課 
 

《2021 年度・年度計画》 
・予算編成作成方針を作成し、前年度予算執行実績を考慮した次年度予算計画

を実施する。 
・人件費については今後の大学の成長に向けた研究領域への人的資源を確保

し、質の高い教育研究が継続的に実施できる予算とする。 

【2021 年・年度計画・前期実績】 
・次年度の予算編成方針について、9/29 開催の理事会で承認された。 
・予算執行に関してはコロナ対策の費用も支出してしたが、予算内での運用がで

きた。 
・コロナ禍における質の高い教育を維持するために DX 化を推進し、授業録画シ

ステムを後期授業から導入した。その結果、学生が授業の復習をしやすくなり
遠隔授業の環境下ではあるが教育効果が高められた。 

 

(イ)外部委託や電子化等により、継続的に管理業務の効率化を図
る。 

財務課 
 

《2021 年度・年度計画》 
・公立化時に結んだ IT 関係の保守契約等を見直し、より小回りの利く体制と

する。 
・総合情報センターとして活動する体制を整え、様々な業務の IT 化を推進す

る。 
・IT 専門員が複数名体制となるため、新たな専門員の業務習得及び障害対応

の指導を行い業務の円滑化を図る。 

【2021 年度・年間実績】 
・不必要となった保守契約は解約を行った。 
・総合情報センターの開設を行った。 
・IT 専門員に対しての教育を行い専任職員から OJT する体制ができた。 
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(ウ)学内において、光熱水費の使用状況を把握・分析し、教職員及
び学生へ周知を行い、教職員及び学生のコスト意識を高める。 

財務課 
 

《2021 年度・年度計画》 
・公立大学 4 年目を迎え、今後も学生数の増加が見込まれ、教室の使用や設

備機器、実験機器等の稼働率が上がることによる使用電力の増加が予想さ
れる。2021 年度も光熱水費抑制実施のため昨年度に引き続き電力モニタ・
掲示等により周知を行い、コスト意識の向上に努める。また既存の各種設
備においては設置から 20 年以上経過し老朽化が進んでいることから、省エ
ネルギー型の機器への更新を引き続き実施する。 

【2021 年度・年間実績】 
・昨年度に継続して電力モニタ、掲示等により経費削減について周知を行い、光

熱水費の抑制に努め、目標値を達成した。 
・大教室（6 室）及び 6 号館共用部の照明設備の LED 化、２号館研究室のエアコ

ン更新工事を実施し、省エネルギー対策を実現した。 

 

 （３）自己点検・評価及び情報
の提供に関する目標 

（３）自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するため
にとるべき措置 

 （３）自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき
措置 

（３）自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置  

 ア 評価体制と機能の充実 ア 評価体制と機能の充実  ア 評価体制と機能の充実 ア 評価体制と機能の充実  
4-9 自己点検・評価を定期的に実施

するとともに外部組織が行う
大学評価による意見を反映す
ることで、大学の PDCA サイ
クルのチェック機能を充実さ
せ、法人の運営の改善に繋げ
る。 

 (ア)自己点検による評価や改善のための方策を公開するととも
に、重要な課題については改善の方策を適時中期計画に追加し、大
学運営に適切に反映させる体制を整備する。 

監査室 《2021 年度・年度計画》 
・前年度に引き続き、固定資産及び管理用品の現物監査を実施する。 
・公的資金で購入した物品を中心に実施する。 

【2021 年度・年間実績】 
・監査計画を立案し 4 月の理事会において承認を得た監査計画に基づき、書類監

査および物品の現物監査を実施した。 

 

4-10 (イ)外部認証評価機関による認証評価を受審し、自己点検評価委員
会等で検討し、活動の改善に適切に反映させるとともに、大学のホ
ームページ等で公開する。 

事務部 3 課 《2021 年度・年度計画》 
・次回の第三者評価を受審(2023 年予定)する準備のため、研究会等への積極的

に参加し、スムーズな受審、活動の改善への適切な対応を見据えた情報収集
と、準備を進めていく。 

【2021 年度・年間実績】 
・他大学との情報交換を行い、受審の準備を進めた。2022 年度申込、2023 年度

受審を目指し、情報収集した。 
・また、より詳細な情報収集ができるよう他大学の認証評価を行う専門委員候補

者を本学から教員２名を推薦した。 

 

 イ 情報公開や情報発信の推
進 

イ 情報公開や情報発信等の推進  イ 情報公開や情報発信等の推進 イ 情報公開や情報発信等の推進  

4-11 法人として、社会に対する説
明責任を果たし、大学運営の透
明性を確保するため、教育研
究、地域貢献活動や業務運営に
関する情報公開を行い、積極的
に発信する。 
 

(ア)大学運営の透明性の確保のため、公立大学法人の運営状況、財
務状況や評価内容等について、広く情報公開を行う。 
 

教務・学生支
援課 

《2021 年度・年度計画》 
・法人情報について、決算報告を含む各種状況や自己評価内容を大学ホームペ

ージ上で速やかに公開する。 

【2021 年度・年間実績】 
・2021 年 5 月 1 日現在の法人情報及び教育情報について、大学ホームページ上へ

の公開を実施した。 

 

(イ)大学のホームページをはじめとした多様な媒体を活用して、教
育、研究、地域貢献活動等の情報を積極的に外部へ情報発信する。 
 

教務・学生支
援課 

《2021 年度・年度計画》 
・学内情報に関しては、引き続き積極的に公表をする。 
・学内広報誌 2 誌に関しては、目的と照らし合わせた情報公開内容になって

いるか紙面構成について検証し、必要な改善を継続して実施する。「SUS-
TIMES」に関しては、掲載内容の性質や「蓼科の風」との情報や対象者の
住み分けなどから、発行は年 1 回とする。 

・コロナ禍により、紙媒体での情報発信が難しい場面も発生し、逆に、オン
ラインによりそれを代替した方が効果が高そうな場面もあった。新しい時
代に合わせた費用対効果の高い情報発信を検討する。 

【2021 年度・年間実績】 
・「蓼科の風」と「SUS-TIMES」については、予定どおり発行できた。 
・様々な情報公表・発信について、HP 上でのコンテンツ充実などオンラインでの

情報発信に注力して実施した。 

 

 （４）その他業務運営に関する
重要目標 

（４）その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべ
き措置 

 （４）その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 
 

（４）その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 
 

 

 ア 働きやすい環境の実現 ア 働きやすい環境の実現  ア 働きやすい環境の実現 ア 働きやすい環境の実現  
4-12 ワークライフバランスに配

慮した働きやすい環境を整備
するとともに、幅広い男女共同
参画の推進に取り組む。 

男女共同参画やワークライフバランスの推進を積極的に進め、自
己啓発のための金銭的支援、福利厚生の充実等を検討する。 

総務課 《2021 年度・年度計画》 
・自己啓発研修補助制度を年度初めに周知し、積極的な参加を促す。 
・各課の繁忙期を明確にし、他課と業務を分担することで繁忙期の残業時間

を削減することに取り組む。 
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、遠隔システムを利用した会議

や、在宅ワークが浸透しつつある。在宅ワークを組み込んだ業務の整備に
取り組む。 

・ライフイベント（出産・育児・介護等）による休業の取得者の復帰後の働
きやすい環境づくりを検討する。 

・事務職員の階層別研修が一通り終了したため、業務別研修の実施を検討す
る。 

【2021 年度・年間実績】 
・産休、育休休暇に関しては産休、育休取得時の流れを作成し、取得者に復帰ま

での道筋をわかりやすく説明できるようにし、まとめた案内をポータルサイト
に掲載して教職員に周知した。 

・出産、育児休暇による休業取得の手続きを適正にすすめ、取得者の復帰に備え
るとともに、欠員となっている部署の職場環境を整えた。 

・自己啓発研修制度を案内し、積極的な参加を促した。 
・自己啓発研修制度についてデスクネッツに掲載し、所属長に課員への周知を依

頼し、積極的に参加を促したが、制度利用者はいなかった。 

 

 イ 安全衛生管理体制の整備 イ 安全衛生管理体制の整備  イ 安全衛生管理体制の整備 イ 安全衛生管理体制の整備  
4-13 学生及び教職員の安全と健康

を確保する全学的な安全衛生
管理体制を整備し、安心して学
業や業務に専念できる安全な
環境を構築する。 
 

(ア)労働安全衛生法に基づき、薬品、化学物質等の適正管理等、全
学的な安全管理体制を構築する。 
 

財務課 
 

《2021 年度・年度計画》 
・研究室や実験室等で保管している薬品及び化学物質等について、薬品管理支

援システムで管理するリストと現物との照合を年 1 回実施し、在庫状況を確
認するとともに、適正に薬品を管理する。 

【2021 年度・年間実績】 
・薬品及び化学物質等を保管している教員に対して、調査依頼を実施し、研究室

や実験室で保管する薬品等の数量について現況確認した。 

 

4-14 (イ)学生及び教職員の健康保全管理のため、校医・保健室とも連動
する衛生委員会を設置する。 
 

総務課（保健
管理センタ
ー） 

《2021 年度・年度計画》 
・ストレスチェックの実施率を高め、その結果をもとに、管理者・労働者双方

の理解を深めるとともに、ラインケア・セルフケアの促進を図る。 
・教職員向けに設置した、ハラスメン等の外部相談窓口が有効活用するよう周

知を図り、働きやすい職場づくりに向けた活動を行う。  
 

【2021 年度・年間実績】 
・茅野市、茅野市商工会議所と本学の共同体で、本学の体育館を会場に学生、教

職員及び会議所会員企業従業員を対象に職域接種を実施した。 
・教員向けにハラスメント防止研修(遠隔研修)を実施。教員だけでなく職員も多

く視聴して、法人全体の意識向上につながった。 
・ストレスチェックは 11 月に実施し、受検率は 95.9％と昨年度（90.1％）を上回

る回答率だった。 
・メンタルヘルスの研修会の一環として、12 月に「ゲートキーパー研修」を実施

した。 
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4-15 (ウ)災害時・緊急時等の危機管理マニュアルの策定や防災訓練の内
容の随時見直し等を実施するとともに、公立大学として周辺地域
住民の支援体制を構築する。また、リスクマネジメントの観点から
危機管理体制及び内部統制等の検討を行う。 

財務課 
 

《2021 年度・年度計画》 
・全学的な防災訓練を実施する。 
・災害発生時に備え、災害用備蓄品の整備、補充管理を実施する。 
・賞味期限間近の災害用備蓄食料の有効活用について検討する。 

【2021 年度・年間実績】 
・災害用備蓄品の在庫確認を実施し、補充整備を実施予定。・防災意識を高めるた

め学生及び教職員に対し安否確認訓練を 12 月に実施した。 
・災害用備蓄品の在庫確認、補充、整備を実施した。 
・保存期限切れとなる災害備蓄用保存食料の入替えを実施した。また、保存期限

切れとなる災害備蓄用保存食料は、防災意識向上のため学生へ配布を実施し
た。 

 

 ウ 施設設備の計画的な整備
活用推進 

ウ 施設設備の計画的な整備活用推進  ウ 施設設備の計画的な整備活用推進 ウ 施設設備の計画的な整備活用推進  

4-16 将来的な展開に伴う施設設備
の整備や既存施設設備の改修
など、長期的な展望に立った計
画的な施設設備の整備・活用を
行う。 
 

(ア)定量的な整備基準の策定や有効活用のための検討を行うため
に、施設設備に関する検討委員会設置等を図って推進する。 

財務課 
 

《2021 年度・年度計画》 
・定量的な整備基準の策定や有効活用のための検討については、「建設会議」
（打合せ）にて計画し実施する。 
 

【2021 年度・年間実績】 
・定量的な整備基準の策定や有効活用のため、財務課担当者で打合せ、検討を行

い、事務部管理職定例打合せにおいて協議をし、本年度は新型コロナウイルス
感染対策を踏まえ、大教室視聴覚設備更新工事（授業収録配信システム）を設
備整備計画の最優先事項として実施した。 

 

(イ)施設設備の機能や安全性が確保された教育研究環境の維持・向
上のために、施設設備の定期的な点検や保全状況の確認に努める。   
 

財務課 
 

《2021 年度・年度計画》 
・施設設備の機能や安全性が確保された教育研究環境の維持・向上のため

に、施設設備の定期的な点検や保全状況の確認及び設備に使用されている
機器の情報収集を常に行い適正な管理に引き続き取り組む。 

【2021 年度・年間実績】 
・施設設備の定期的な点検や保全については、計画通り実施した。 
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３ 事業年度のその他特記事項 
（１）2021 年度予算、収支計画及び資金計画  

ア 予算（単位：百万円） 
区分 中期計画 2021 年度予算 2021 年度決算 年度予算差異 

収入         

運営費交付金 8,188 1,374 1,374 － 

補助金 1 75 63 △12 

学生納付金収入 4,453 803 858 55 

受託研究費等収入 130 9 126 117 

その他 28 11 17 6 

目的積立金取崩収入 － － 32 32 

計 12,800 2,272 2,470 198 

支出         

教育経費 823 362 330 △32 

研究経費 421 75 82 7 

教育研究支援経費 473 47 35 △12 

人件費 5,288 1,004 937 △67 

一般管理費 2,757 555 501 △54 

受託研究費等経費 96 9 118 109 

施設整備費 2,641 220 271 51 

その他支出 301 － － － 

  計 12,800 2,272 2,274 2 

 （注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計金額と一致しないことがある。 
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イ 収支計画（単位：百万円） 
区分 中期計画 2021 年度計画 2021 年度決算 年度計画差異 

費用の部 10,371 2,130 2,122 △ 8 
経常経費 10,371 2,130 2,121 △ 9 

業務費 7,048 1,497 1,587 90 
教育研究経費 1,160 437 520 83 
教育研究支援経費 473 47 77 30 
受託研究費等経費 96 9 48 39 
人件費 5,319 1,004 942 △ 62 

一般管理費 2,757 555 370 △ 185 
財務費用 270 － － － 
雑損 － － － ー 
減価償却費 296 78 164 86 

臨時損失 － － 1 1 
収入の部 10,371 2,130 2,312 182 

経常収益 10,371 2,130 2,311 181 
運営費交付金収益 5,547 1,374 1,341 △ 33 
授業料等収益 4,369 583 665 82 
受託研究等収益 130 9 102 93 
補助金等収益 1 75 63 △ 12 
寄附金収益 － － 6 6 
財務収益 1 0 0 0 
雑益 27 11 23 12 
資産見返負債戻入 296 78 111 33 

臨時利益 － － 1 1 
（注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計金額と一致しないことがある。 
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ウ 資金（単位：百万円） 

区分 中期計画 2021 年度計画 2021 年度決算 年度計画差異 
資金支出 12,800 2,747 3,056 309 

業務活動による支出 10,075 1,977 1,826 △151 
投資活動による支出 2,725 220 696 476 
財務活動による支出 － － － － 
翌年度への繰越金 － 550 534 △16 

資金収入 12,800 2,747 3,056 309 
業務活動による収入 10,075 2,197 2,448 251 

運営費交付金収入 5,547 1,374 1,374 0 
授業料等収入 4,369 728 753 25 
受託研究等収入 130 9 165 156 
補助金等収入 1 75 116 41 
その他収入 28 11 40 29 

投資活動による収入 2,725 － 350 350 
財務活動による収入 － － － － 
前年度からの繰越金 － 550 258 △292 

（注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計金額と一致しないことがある。 
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（２）短期借入金の限度額、借入額が想定される理由 
項目 中期計画 2021 年度計画 2021 年度 計画の実施状況等 

１．短期借入金の限度額 5 億円 5 億円 ― 

２．想定される理由 運営費交付金の受入れ遅延及び事故発生
等により緊急に必要となる対策費とし
て、借り入れることを想定する。 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故発生
等により緊急に必要となる対策費とし
て、借り入れることを想定する。 

借入れの必要なし 

 
（３）重要な財産を譲渡し、または担保に供する計画 

中期計画 2021 年度計画 2021 年度 計画の実施状況等 

なし なし 該当なし 

 
（４）剰余金の使途 

中期計画 2021 年度計画 2021 年度 計画の実施状況等 

決算において、剰余金が発生した場合は、諏訪広域公
立大学事務組合長の承認を受けて、教育研究の質の向
上及び組織運営の改善に充てる。 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究
の質の向上及び施設設備に充てる。 

該当なし 
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（５）諏訪広域公立大学事務組合の規則で定める業務運営に関する事項
項目 中期計画 2021 年度計画 2021 年度 計画の実施状況等 

１．施設及び設備に関する計画 2021 年度までに情報応用工学科の卒業
研究を可能とし、かつ産学連携を促進す
るための研究室の増設と、2022 年度以降
により幅広く地域産業の要請に応えかつ
より広範に優秀な学生の入学を確保する
ための新学科の設置に関わる校舎の増築
について、諏訪広域公立大学事務組合と
協議する。 

定量的な整備基準の策定や有効活用のための
検討については、「建設会議」（打合せ）にて
計画し実施する。 

定量的な整備基準の策定や有効活用のため、
本年度は新型コロナウイルス感染対策を踏ま
え、大教室視聴覚設備更新工事（授業収録配
信システム）を設備整備計画の最優先事項と
して実施した。 

２．人事に関する計画 2018 年度から 2020 年度までは、公立化
前の工学部及び経営情報学部の２学部４
学科体制と、本年度から始まる工学部 1
学部２学科の体制が並行して進むため、
在学する学生に適切な学修が進むことを
前提として人事の基本計画を定め、教職
員の適切な配置計画を実施していく。 

教職員の中長期的な定数管理計画を検討
し、適切な配置計画を実施していく。 

工学部に教授 1 人と嘱託助教 4 人。共
通･マネジメント教育センターに講師 1
人を採用した。 
また、2022 年度退職する教員が多数で
るため、大学の重点分野を考慮した採用
計画を検討した。 

３．積立金の使途（地方独立行政法人法

第 40 条第 4 項関係） 

なし 教育研究の質の向上及び施設整備に充て
ることを基本とする。 

なし 

４．その他法人の業務運営に関し必要な

事項 

なし なし なし 




